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第一章 本研究の概要 

 

１－１．本研究の背景と問題意識 

 

１－１－１．理論的背景と問題意識 

 

組織論における制度理論は、組織が社会的な価値に影響を受けるメカニズムを論ずる。

その源流は Selznick（1957）等に代表される「旧制度学派」にあるが、現在の主流である

「新制度学派」では、Mayer & Rowan（1977）以降、制度的影響下にある組織群として

の「組織フィールド」やその上下にある階層構造に留意し、フィールド内の組織の同型化

が強調される。そこでは、ある組織構造がそのフィールドの組織として当然備えるべき正

当性あるものとされ、同型化が組織を合理的かつ正当性ある存在とし、組織の成功と生存

につながると考えられた（DiMaggio & Powell,1983; Scott,1991）。そして 1990 年代にか

け、組織構造以外の施策にも対象を広げ、どのようなメカニズムで組織の同型化が起こる

のか、実証研究が蓄積した。 

 

新制度学派が初期に提起したのは、制度的環境に左右され、受動的かつ画一的な組織像

である。しかし、現実の組織は自らの目的と意思を持ち、規範に反することから生まれる

軋轢や摩擦をいとわずに活動する側面も持つ。また画一的に制度に従うメカニズムだけで

は、制度自体が変化する現実を説明できない。さらに、組織内も画一的ではなく、たとえ

ば海外におけるエージェントである海外現地法人はプリンシパルである本社とは行動原理

が異なる。このように組織の内外で同型化が画一的に起こらないことは、初期の実証研究

でも示されていた（例えば Fligstein,1985）。DiMaggio（1988）がこの問題をエージェン

シー包摂の必要性として整理して提起し、全ての組織が制度的な同化圧力に従うのでなく

個別差があることが、その後注目を集めていく。そして 1990 年代以降、同じ制度的環境

の中で、ある組織は同化に向かい、ある組織はそうでないという、個別差が発生するメカ

ニズムの解明が主要な研究関心の一つとなる（Greenwood et al.,2008; Scott,2014）。 

 

制度に対する組織の反応の説明要因の探索には、第二章で詳述するように、これまで合

理性と戦略論との連動による説明（e.g. Oliver, 1991）、制度的環境の精緻な理解を重視し

て説明するアプローチ（e.g. 制度ロジックス（Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012））、

アクターとしての制度的企業家に注目するアプローチ（DiMaggio, 1988; Fligstein, 1997, 

2001）が登場した。しかしこれらはいずれも基本的に、組織がある制度の影響下で反応す

る過程の一時点に関する説明にとどまる。本来制度理論では、制度と組織の作用における

各段階に応じて、異なる固有の組織反応が起こることが提起されている。第一に、制度は

制度化されると共に具体的な施策や組織形態の採用が新たにフィールド内の組織に普及す
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る（Tolbert & Zucker, 1983）。この採用の段階において、ある組織は早期に同型化しある

組織はそれに抵抗し遅い時点まで採用しない個体差が発生する。第二に、採用後の実行段

階において、実務的利益でなく外部から求められる正当性の確保を理由として採用した施

策は、組織において実行が形式にとどまり、組織の中枢部分と分離させた実質的な不実行

の状態（Decoupling）が発生する（Meyer & Rowan, 1977）。ここでは、制度がもたらす

施策をどの程度真剣に、またどの程度忠実に実行するかについて、組織の個体差が観察さ

れる（Ansari, Fiss & Zajac, 2010）。そして第三に、形式のみの不実行に至った後の段階

でも、その後に組織内の制度に関する認識が変化し実行が再加速する事例（Coupling）が

存在することが報告されている（e.g. Espeland, 1998）。ところが、これらの各段階につい

て既存の実証研究は段階ごとに完結し断絶している。そのため、特定の組織と制度的環境

を対象に、事例の文脈固有の変数による影響を除外し、かつ経路依存性を考慮した経時的

変化の検討が十分に行われていない。さらに、先行研究の多くが、制度的環境自体にエー

ジェンシーの発揮や組織反応の説明要因を求め、組織内要因の検討が不足している

（Greenwood et al., 2008）。組織の個体差を説明する上では、本来組織自体の特性がどの

ように反応に影響するかも重要である。しかし、組織の固有要因に関しても、ネットワー

ク（e.g. Young, Charns & Shortell, 2001）等の外部との関係性、および外形的な要因

（e.g. 地位（Han, 1994）、規模（Beck & Walgenbach, 2005）等）に関心が集中してい

る。結果として組織の内部要因に関して、組織アイデンティティ（Glynn, 2008）を代表

とする認識過程に焦点を当てた検討は存在するが、組織内の意思決定プロセスの観点で、

どのように正当性が組織内で構成され意思決定に関係し組織行動に影響するか、検討が不

足している（Greenwood et al., 2008: 29-30; Kennedy & Fiss, 2009）。そのため、本研究

は一つの制度的文脈に事例を取った比較事例研究を行い、経時的変化の観点で組織内プロ

セスの観点から制度に対する組織反応を検討するものである。 

 

１－１－２．実務的背景と問題意識 

 

一方で実務的な観点では、近年は企業の経営実務において、グローバルでの市場競争に対

応できる人材の確保に対する関心が高まっている。そしてその手段として、人事制度を改革

する取組が普及しつつある。そのモデルとして、欧米多国籍企業を中心に普及した、「グロ

ーバル人事制度」もしくは「グローバルタレントマネジメント（GTM）」と呼ばれる一連の

施策がある。その定義は多様だが、共通項として、採用、評価、育成、報酬、異動等一連の

人事制度について、各国組織の枠を超えて制度を最適化し、場合により一定範囲で統一管理

する国際人事上の取組が観察される（Tarique & Schuler,2010）。ベストプラクティスを定

型化したコンサルティング会社がその普及を図り 1)、主要なビジネス雑誌も関連記事を増や

した結果、日本でも一種の流行を形成している 2)。 
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このようなグローバル人事制度の普及は、制度理論の観点でも注目を集めてきた。

Paauwe & Boselie（2005） が主張するように、組織の人事施策は合理的意思と制度の両方

が影響しつつ国際普及する。そのため、グローバルで共通性の高い人事制度の導入（あるい

はそれへの抵抗）は、制度理論における実証研究の題材となっている。先行研究では、国の

制度的影響による各国での人事施策の普及の違いを検証する研究が主流となる（例えば本

社人事制度を題材とする Gooderham, Nordhaug & Ringdal,1999、現地法人の人事制度を

題材とする Bjorkman, Fey & Park,2007; Quintanilla, Susaeta & Sanchez-Mangas, 2008

等）。一方で、一国に所在する組織群をフィールドとして、その中でグローバル人事制度の

同化圧力への各組織の対応を検討した、須田（2013）のような研究も登場している。 

 

過去の実証研究が示すように、似た制度環境にあっても、組織には同型化するものとしな

いものがある。例えば、海外展開を進めているからと言って、全ての日本企業が同時にグロ

ーバル人事制度の検討を始めているわけではない。反応の度合いには企業によってバラツ

キがあり、そこには二つの理論的な検討余地がある。第一に、制度導入が実務的利益の観点

で有用な企業でも、過去の慣行、組織内の抵抗、政治的事情等の制約によって実行が出来な

い現象が生まれている可能性がある。そのような「必要と分かっていても実行できない」現

象は、知識と実行のギャップ（Knowing-doing gap）と称される（Sutton & Pfeffer,2000）。

そしてこうしたギャップがどのようなメカニズムで生まれ、それをどのように打開できる

かについて、古くから組織変革論の領域で検討がなされてきた。そこでは特に、リソース硬

直性（resource rigidity）、ルーチン硬直性（routine rigidity）、脅威認識（threat perception）

等の説明要素が実証研究の対象となってきた（Gilbert,2005）。この方向性での研究関心は、

多くの実務的議論が、「どうすればやるべき改革を実行できるか」という、変革の起動方法

の観点に集中する傾向とも一致する。 

 

一方で、グローバル人事制度を制度の観点から捉えると、もう一つの重要な点が浮き彫り

になる。制度理論では、組織外からの規範的影響を受けて、組織が実務的利益とは関係なく

同型化していくことを問題とする（DiMaggio & Powell,1983）。例えばグローバル人事制度

の導入も、海外展開する一流企業であれば外国人も公平に扱う当然導入すべき制度として、

規範的な圧力を持ち得る。また先進他社の事例が情報として浸透し、それが不確実な将来に

対する処方箋として、模倣的な同化圧力も生む。結果として、実務的な利益は見込まれない

のに、制度的圧力が理由となって制度の導入を検討する企業組織も登場し得る（図 1）。 
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図 1：制度導入における、実務的利益と実行の有無による帰結 

検討実行 

あり 

合理的必要性は無いが、実行する 

（制度的同型化、制度理論の検討領域） 

合理的必要性があり、実行する 

 

 

検討実行 

なし 

合理的必要性が無く、実行しない 

 

 

合理的必要性はあるが、実行しない 

（Knowing-Doing Gap、組織変革論の検討

領域） 

 実務的利益無し 実務的利益有り 

出所：筆者作成 

 

このような組織は、自らの合理的な判断よりも制度的圧力の受容によって行動し、主体的

判断を放棄し、流行に流されやすい組織とも言える。このような現象が仮に存在するならば、

例えばグローバル人事制度の導入に関しても、無駄な検討や役に立たない制度導入に工数

が浪費されている可能性がある。もしそうであれば、どのようなメカニズムで制度に対する

組織の思考停止が起こるのか、それを防ぐ手段はあるのか、を検討することの意義は大きい

と考えられる。さらに、制度の経時的変化の視点からの検討は、施策採用後になぜある組織

は不実行に陥り、ある組織は予定通り実行できるのか、また一度不実行に陥った改革がどの

ように再起動され得るのか、という、実務上の変革マネジメントにとって重要な示唆を提示

する。 

 

１－２．本研究の目的とアプローチ 

  

本研究の目的は、制度と組織の関係を経時的変化の観点で捉えた際に浮かび上がる、組

織内プロセスの観点での制度に対する組織反応の説明要因を探索することである。具体的

には、以下のリサーチクエスチョンを持って、探索的研究を行う。 

 制度的複雑性に対して、組織の反応はなぜ、どのように異なるか 

 特に、組織内の意思決定プロセスの観点でどのような要因が影響するのか 

 特に、ある制度の組織における採用（Adoption）、実行における形式と実態の乖離

（Decoupling）、その後の再加速（Coupling）の各段階にどのような要因が影響するの

か 

 

本研究のアプローチは、一つの制度的文脈に注目し、その中で組織による制度の採用・不

実行・再加速の各段階を追う比較事例研究である。この手法を選択した理由は二つある。第

一に、既述の通り、一つの制度的文脈において観察を行うことが、先行研究に不足した視点

を補う事となるためである。第二に、事例研究は一般化可能性を犠牲とするが、事象のメカ

ニズムの探索と新たな説明要因仮説の特定に有用であるためである（Yin, 1989）。研究手法
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の選択として、定性データによる研究が有効かつ適切なのは基本的に理論が未成熟な領域

である（Edmondson & Mcmanus, 2007）。制度に対する組織反応のライフステージ各段階

のうち、採用と不実行の領域自体については、第三章と第四章で詳述するように定量研究も

含め先行研究は多く、既に一定の成熟度がある。しかし、同領域における本研究の主眼は、

一定の問題意識に関心が集中し理解が収束しつつある問題を再び問題化し創造的な貢献を

することにあり、これも定性研究の適切な使用状況の一つである（Edmondson & Mcmanus, 

2007）。 

 

本稿の構成は、以下の通りである。まず第二章では、制度派組織論に関する先行研究を源

流から幅広く概観し、本稿の問題関心が理論的にどのように位置づけられ、どのような貢献

があるかを整理する。第三章では、本研究で対象として扱う制度的文脈（日本企業における

グローバル人事制度の導入）と関連先行研究を詳説し、どのように事例が本研究の理論的関

心と合致するかを説明する。合わせて、その文脈を題材にどのような手法でデータ収集と分

析を行ったかを説明する。それ以降の三章（第四章・第五章・第六章）では、一つの文脈と

事例から収集した組織内プロセスに関するデータを活用し、制度の採用・不実行・再加速の

それぞれについて、組織反応の説明要因を探索した研究結果を述べる。これらはいずれも単

独の研究論文として完結するよう、それぞれが問題関心、問題関心に関する詳細文献レビュ

ー、データ分析結果、考察と結論から構成される。第四章では、制度の採用段階での組織反

応として、伝統的に検討されてきた早期採用と後期採用について、その説明要因を探索する。

第五章では、同じ事例の中で、制度採用後の不実行（形式と実態の乖離）に注目し、実行の

加速要因と阻害要因の説明要因を探索する。第六章では、同じ事例の中で、形式と実態の乖

離が発生し実行が停滞した後に実行が再加速した事例について、推進リーダーの制度的属

性を中心に説明要因を探索する。そして第七章では、本研究が示唆する結論と将来の研究課

題を議論する。 
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第二章 制度理論における先行研究と本研究の位置づけ 

 

本章では、制度的圧力に対する組織反応に関する先行研究を概観することで、本研究の位

置づけと貢献を明確にする。文献レビューの範囲は、制度派組織論において影響力を大きく

及ぼした議論を反映するため、関連論文を継続的に多数掲載し論文被引用数が多い、1970

年代後半以降の経営学の米国・欧州主要学術誌（Administrative Science Quarterly, 

Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Organization 

Science, Organization Studies）を中心とする（cf. Farashahi, Hafsi & Molz,2005）。ただ

し、なぜそのような議論が登場したか、背景となる問題意識を明確にするため、1960 年代

以前の制度派組織論の源流と、それらに影響を与えた経営学組織論における関連議論につ

いても、必要な範囲で言及する。 

 

本章では、先行研究の系譜を年代順にたどり、本研究の位置づけの明確な説明に資する単

位で区分する。その構成は、具体的には以下の通りである。第一節では、まず制度理論が登

場する前提にある、組織論の基本的な問いを確認する。次に第二節では、1960 年代までの

制度派組織論、いわゆる「旧制度学派」（DiMaggio & Powell, 1991）の制度論の内容とその

問題意識について概観する。ここでは特に、Selznick の議論を中心とした一連の研究を扱

う。その後、それに対する批判をこめて 1970 年代後半から登場した、いわゆる「新制度学

派」の主張と議論を整理する。第三節では、それら「新制度学派」に対して 1980 年代中期

以降に提起された、制度変化をめぐるエージェンシーの包摂的説明の必要性とその意味を

論ずる。続く第四節では、その後その問題意識に対応して登場し発展した諸研究の試行と現

在までの系譜を整理する。第五節では、以上の議論を踏まえて、本研究のアドレスする研究

ギャップである、先行研究の抱える二つの問題を論ずる。 

 

２－１．制度派組織論が問題とする問い 

 

経営学における制度派組織論は、組織が社会的な価値に影響を受けるメカニズムを通じ

て組織行動を説明する（Greenwood et al., 2008）。そこでは、組織が自身の合理性だけでな

く、組織内外の価値を取り込んだ「制度」にも影響される、非合理な側面も持つことが強調

される。制度理論は 20 世紀前半から社会学・政治学・経済学の幅広い視点で研究され、主

として社会学での蓄積が組織論研究では活用されてきた（詳細な解説として、 cf. 

Scott,2014）。その流れは大きく Selznick（1949; 1957）が代表する「旧制度学派」と称さ

れる 1960 年代以前の研究と、Mayer & Rowan（1977）以降本格的に展開し現在主流を占

める、「新制度学派」に大別される（DiMaggio & Powell, 1991; Greenwood et al., 2008）。

新旧の制度学派では後述するように組織現象において注目する点が異なるが、いずれもそ

の起源を同じくする、共通の問いを探究した研究系譜の中にある（Kraatz, 2012; Selznick, 
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1996）。 

 

制度派組織論の源流は、組織が取る行動がどのように定まり、その結果としての組織変化

がどのように説明可能かを探究する組織論にある（Greenwood & Hinings, 1996）。そこで

は、組織と人間の性質に関してどのような見方を取るかにより、異なる視点が提唱されてき

た。その第一の軸は、組織（またはその内部の構成員）による合理的な意思決定が存在し得

るのか、という人間の合理性に対する見方である。そして第二の軸は、組織反応が組織自ら

主体的に決め得るものか、環境の作用により定まるものかに関する見方である。 

 

一つの支配的な考え方として、組織は複雑な環境から独立して行動する合理的なエージ

ェントであり、組織行動は組織にとっての客観的価値に応じて採否が決まるとする見方が

ある（e.g. Blau & Schoenherr 1971;, Williamson 1975）。一方で、合理・独立という単純

化された組織像を修正する見解も継続的に提起されてきた。第一に、合理性の前提に関して

は、完全で無謬な合理性を修正し、人間が情報の制約とバイアスの影響を受けることを加味

した「限定された合理性」（Simon, 1972）の中で最適解を選択するモデルが提唱された。ま

た限定された合理性にあいまいさ（ambiguity）の概念を加味して、意図と結果が一致しな

い決定がなされる組織メカニズムも提唱された（ゴミ箱モデル、Cohen, March & Olsen, 

1972）。第二に、環境からの作用については、環境と組織の相互作用に基づく折衷的な説明

が志向された。特に、自身はその呼称を使用していないが、Thompson（1967）は統合的説

明としてコンティンジェンシー理論を提示した。そこでは、組織は環境への合理的な適応を

目指すため、その過程で環境の影響を織り込んだ行動を取るとされる。そして環境からの影

響は組織に負の作用をもたらす場合もあるため、組織は生存に向けた枢要である技術的中

核を環境の影響から守る緩衝を行い、また守るべき諸活動が内部的に管理可能なように組

織の境界を設定する（Thompson, 1967）。そして組織行動がもたらす組織への影響が不確定

な局面では、組織内部の政治的プロセスによって組織反応が定まる（Cyert & March, 1963）。

その場合、組織行動は手続きの整合性を担保しコンフリクトを回避する等、組織内部のプロ

セスを円滑化する方向に定まるとされる（Tolbert & Zucker, 1983）。これら環境と組織の相

互作用を重視する理論は、組織単体の合理性だけでは説明できない組織現象への対応原理

として、1950 年代から徐々に台頭した。そしてその中核であるコンティンジェンシー理論

は、1980 年代にかけて組織論において支配的影響を及ぼした（Hirsch & Lounsbury, 1997）。

環境重視の極端な例として、1970 年代には、進化生物学の影響を受け環境作用とマクロ的

な結果のみに焦点をあて、組織や個人の影響を捨象した理論体系も登場した（ポピュレーシ

ョンエコロジー、Hannan & Freeman, 1977）。 

 

制度理論は、組織が制度的環境に埋め込まれ社会と多様なステークホルダーから制度的

圧力を受けるメカニズムを規定する点で、組織行動の説明に環境作用面を強調した理論的
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試行の一つと位置付けることが出来る。そして新旧制度学派を含む制度派組織論の中での

様々な立場は、制度という環境作用を前提とした上で、どこまで環境主導なのか、どこまで

組織主導の側面が存在するのか（あるいはそれをどう包摂できるのか）という二項対立の中

での試行錯誤として登場してきた。次節では、まず制度派組織論の出発点となったいわゆる

旧制度学派の内容と関連先行研究について俯瞰する。 

 

２－２．旧制度学派から新制度学派への遷移 

 

２－２－１．旧制度学派以前の研究系譜 

 

制度学派の組織論の原点は、後に 1970 年代後半以降の「新制度学派」と対比して「旧制

度学派」（Selznick, 1996）と称される議論の登場にさかのぼる。その一つの嚆矢として、

「制度」の語は使用していないが、Merton（1940/1957）による議論が存在する。Merton

（1940/1957）は、官僚組織の中で組織規程が影響力を高め、合理的には個々の文脈に適合

しなくても規定遵守が促される結果、意図せざる不利益が組織にもたらされる現象に着目

した。そして、組織規定は規定遵守を絶対視させる性格を持ち、規定による支配的状況を生

み、厳格な手続きと形式主義・儀式主義を生むと主張した。Merton の議論は、分析単位と

して組織に注目し、その内部で個人の行動に影響を与える、合理性を超えた規範の存在を指

摘した点に新規性があった。 

 

合目的なはずの行動が組織単位で意図せざる結果をもたらす現象に注目し、この議論を

発展させたのが Selznick（1949; 1957）である。Selznick は、分析単位として組織に注目

し、組織内に規範的作用が生まれ、その結果組織目的と行動が乖離する現象に注目した点で、

Merton の議論を継承している。一方で、その内容には二つの点で新しい視座を含む。 

 

第一に、Selznick は組織行動の説明原理として、組織外のステークホルダーの影響を包

摂し、環境との相互作用で説明される組織像を提唱した。そこでは、組織は所与の目的を果

たすための合理的な道具であると同時に、社会的な需要や利害の圧力から生まれる「制度」

でもあるとされる（Selznick, 1957: 5）。組織は、組織内外のステークホルダーが、それぞ

れの価値観と利害関心を持ちその実現に向け組織行動に影響を与える、動的で複合的なプ

ロセスにより制度化される対象として定義された。例えば米国における大規模な治水事業

（TVA）の事例では、政府や農業関係者など開発対象地域の多様な利害関係者がそれぞれ独

自の価値観と利益の実現を目指し、組織が従うべき価値観と向かうべき方向性を外部から

ダム開発組織に押し付ける政治的過程が報告された（Selznick, 1949）。Selznick の議論の

特徴は、このようにある組織が内外から「組織に何が必要か」に関する価値を取り込んで、

相互に矛盾するそれら価値の政治的な調整を通じ、社会環境に順応する「制度化」の過程を

強調する点にある（Greenwood & Hinings, 1996）。一方で、組織では内部の利害調整や慣



12 

 

習もまた制度として固着する（Selznick, 1957）。そのため「制度化」は環境による組織変化

と同時に、内部における変革への抵抗も生む。そして、外部作用と組織内部の両面で制度化

された複数の志向性が、対立・連携・調整等のプロセスを経て、妥協可能な一定の組織行動

に決着する。結果として、制度化から生まれる組織行動は組織の元来の目的と乖離する場合

もあり、また組織の生存に必ずしも有用な結果をもたらすとは限らないとされた。 

 

一方で Selznick が提起したもう一つの新しい視点が、制度的リーダーシップである

（Selznick, 1957: 4）。既述のように、組織では多様な正当性の主張が日常的に対立するた

め、これに迎合するだけでは組織の価値観はどこまでも拡散し、統合的な活動を維持できな

い恐れが生まれる。これに対して、Selznick はリーダー（組織のトップ）が「ステーツマ

ン」（Selznick, 1957: 4）として、制度的作用への関与を通じた組織の一体性の維持を担う

と主張する。制度化は環境適応のプロセスでありそれ自体は不可避である。しかしその中で

も、組織の制度的価値観（差別化された具体的なミッション）を能動的に定義し、組織の統

合性を維持することは可能であり、それこそが有能なリーダーの責務であると Selznick は

主張したのである（Selznick, 1957: 119）。そしてその際にリーダーは、レトリックを活用

し言語による意味付けの発信を通じて組織内外の利害関係者の認識に作用することで、そ

の役割を果たすとされた。Selznick のこの主張は、組織行動が環境からの強力な制度的作

用を受けるとしても、同時に組織はある種の主体性を維持し制度の作用メカニズムを活用

してそれに対抗した活動を行う可能性を示す。Selznick の議論は、コミュニティカレッジ

（Clark, 1960; 1972）、病院（Perrow, 1961）等の公共性が強い組織を題材に、組織目標と

組織行動の乖離に焦点を当てた一連の事例研究として継続する。その内容は、社会に埋め込

まれた組織やその内部の個人が、政治的要求としての環境からの作用に影響を受けつつ、自

らの行動に自ら影響を及ぼす調整メカニズムを問題とする点に特徴があった。Selznick を

中心とするこれらの議論は、1990 年代以降活発化し現在まで続く制度理論へのエージェン

シーの包摂の模索において重要な先駆的理論であり、直接的な援用こそ少数であるものの、

当該議論に重要な刺激を提供している（Kraatz, 2009）。一方で、旧制度学派の制度理論で

は、個別組織の文脈によって千差万別な過程による組織（すなわち「制度」）形成のみを問

題とする。具体的な文脈が組織ごとに異なれば、論理的には結果としての制度的作用も組織

ごとに異なる。しかし、現実には組織が個々の文脈を超えて共通の形態や慣行を持つ状況が

観察される。この理論的限界に対する問題視が、旧制度学派とは対極に位置する「新制度学

派」と呼称される理論的試みへと発展していった。 

 

２－２－２．「新制度学派」の登場とその主張 

 

1960 年代から 1970 年代にかけ、経済学・政治学・社会学において「新制度学派」と呼

称される新たな研究潮流が台頭する。新制度学派は、各分野において合理性への過剰な信頼
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を否定し、限定された合理性と社会的な作用を強調し、それぞれの分野においてその後の研

究に大きく影響を与えた。そして組織論においても、環境要因をより強調した説明である新

制度学派が登場し、支配的な議論となっていく（DiMaggio & Powell, 1991）。 

 

組織論における新制度学派の代表的な問題提起は、1960 年代後半から始まっている。特

に Berger & Luckmann（1967）は、個人の行動が蓄積し、その歴史が時間と共に「誰が何

をするのが当然か」を規定する規範と化し、その世界観が個人の認識に影響し行動に影響す

る再帰的な構造を主張した。これは、二つの点で旧制度学派の議論からの拡張性を持つ。第

一に、必ずしも一つの組織に閉じず、それを超えた社会レベルでの認識からの規範形成を提

示した点で、分析レベルを組織横断的な階層まで拡張した。第二に、対立する価値観と利害

が制度（組織）を形成するのでなく、価値観が行動から形成され、それらが矛盾する際に利

害対立を生むとする点で、秩序の優越性に焦点をあてた。そして、これを発展させた Meyer 

& Rowan (1977) 及び Zucker（1977）に代表される 1970 年代後半の議論から、「新制度学

派」と称される新たな制度論の展開が始まった（DiMaggio & Powell, 1991; Greenwood et 

al., 2008; Scott, 2014）。 

 

新制度学派は、社会の中である制度を認識として共有しその影響下にある組織群として

の「組織フィールド」の存在を規定し、その上下にある階層構造に留意し、フィールド内の

組織が同型化する作用を強調する点に特徴がある（DiMaggio & Powell, 1991）。「新制度学

派」には多数の研究があるが、いくつかの代表的な論考がその議論を定義づけた。ここでは、

初期の代表的研究の要諦を整理することで、この研究系譜の特性を示す。第一に、この領域

で先駆者とされ今日も基本理論として参照されるのが、Mayer & Rowan （1977）である。

Meyer & Rowan（1977）は、組織が制度的環境の規定する正当性の同化圧力を受け、それ

を「神話」のように疑問視する余地のない当然そうであるべきものとして受容し、自組織に

とっての機能的必要性とは関係なく、同じ形式に収斂する傾向を持つと論じた。そこでは、

社会的プロセス・義務・現実性が、社会思想及び社会的行動の中で規則のような当然の前提

として受容される状態になるとされる。同型化の対象範囲となる「組織フィールド」には、

同業種組織に加え、取引先など外部の関連団体、あるいは他の認知的な影響源までが幅広く

含まれる。制度的圧力の規定する内容としては、組織構造が注目され、ある組織構造の採用

が、そのフィールドの組織であれば当然備えるべき正当性あるものとされ、フィールド内で

組織が同型化することが強調された。制度が求める組織構造の採用は、合理的かつ正当性あ

る組織としての存在を示し、組織の成功と生存につながると考えられた（DiMaggio & 

Powell,1983; Tolbert & Zucker,1983）。 

 

同時期に発表された Zucker （1977）は、実験による制度的作用の検証を試行した最も初

期の例である。Zucker（1977）は、組織フィールドからの組織に対する制度的影響でなく、
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組織における個人の行動への制度的作用を問題とした。同研究は Berger & Luckmann

（1967）の系譜をひき、社会的現実の解釈と伝達が組織行動に作用することを重視し、主

体として個人レベルに注目した。そして、制度化とは、社会的現実のうち何が当然のものと

して受け取られるかを、組織内の個人が組織の影響下で定義していくプロセスであると主

張した（Zucker, 1977: 728）。そして制度化された行動様式は、客観的に存在する規範であ

るかのように認識される。Zucker の主張は、以後制度理論において「マイクロファウンデ

ーション」と称される、個人レベルまでに注目した検討の出発点となった。 

 

その後、DiMaggio & Powell （1983）は、同型化には合理的選択の結果としての競争的

同型化と、それと異なる制度的同型化の両方が存在すると主張し、かつ、制度的同型化につ

いては強制的・模倣的・規範的の三種類のメカニズムを詳細に定義した（pp.150-154）。強

制的同型化とは、政府や有力組織等が法規制や相手の依存関係を元にした圧迫的依頼によ

り、公式・非公式に及ぼす同型化作用である。模倣的同型化は、不確実な状況が存在する際

に、容易に対応策を見出すために組織が周囲を模倣し同型化する作用である。規範的同型化

は、フィールドの構成員であればそれに従うことが正当であるとする認識による作用であ

り、主に職業的専門化から発生する。そして、制度は組織に定着すると固着性を持ち、かつ

組織内部門や個人といった下位レベルに対する制度として機能する。これらの議論が基盤

となり、1980 年代から 1990 年代にかけ、どのようなメカニズムで組織の同型化が起こる

のか、組織構造以外の施策にも対象を広めて、研究が蓄積していった（Greenwood et 

al.,2008; Scott, 2014）。例えば、Meyer, Scott, & Deal（1983）は教育機関が制度に左右さ

れやすく、組織の形は外部的制度に従い、教育の中身は変えずに実態と形式が乖離する現象

を主張した。一方で、商業組織は実務的環境に左右されやすい組織と論じた。また Rowan

（1982）は、学校での部門組織普及を題材に、組織規模の影響も肯定しつつ、制度的理由が

普及カーブに影響することを示した。 

 

同型化に関連して、Tolbert & Zucker（1983）は制度が作用する組織フィールドがどのよ

うに形成されるか、その発生と普及の過程を問題として提起した。同研究では、米国地方自

治体における組織体制の普及を題材に、ある組織形態や手法に実務的利益を見出した組織

がそれを採用し、その普及が拡大していく中で、その形態自体が正当性を持つと認識され、

実務的利益を見出さない組織も制度的理由により採用を促進していくとされた。組織フィ

ールドの生成と制度普及を説明するこのモデルは 2-stage model と称され（Kennedy & Fiss, 

2009; Lounsbury, 2007）、組織モチベーションを説明変数に、組織形態の普及と組織フィー

ルドの形成が被説明変数となる一連の実証研究の先駆となった。 

 

このような組織レベルでの検討と並行し、Zucker（1987）は制度が組織フィールドにお

ける組織レベルだけでなく、組織自体が制度として組織内の個人に対して機能するレベル
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にも存在することの重要性をあらためて主張した。制度が社会・組織ポピュレーション・組

織フィールド・組織・個人と複数階層にわたり存在する世界観は、それらを縦軸に、強制的・

規範的・模倣的の三つのあり方の柱を横軸に取った概観の枠組みとして、その後 Scott（2014）

に整理され受容されていった。 

 

1980 年代を通じ新制度学派はその主張を明確にしつつ成熟化が進み、個人の思考や行動

を超えて、個人が社会的現実の一定の解釈と価値観を「当然のもの」とする共通の定義を受

け入れていく、社会的プロセスとしての制度化の定義が浸透した（Scott, 1987）。これらの

議論は、旧制度学派をはじめとするそれ以前の議論と対比して、三つの点で焦点が変化して

いった（DiMaggio & Powell, 1991）。第一に、制度が変化するメカニズムでなく、安定化す

る性質とその帰結に関心が集中した。第二に、制度化の結果として、組織形態の固着性が高

まる現象が注目された。そして第三に、組織の同型化が注目され、同型化が組織の正当性を

高め、生存確率を高めるメカニズムとして議論の中心的な位置を占めていった。 

 

２－３．新制度学派に対する制度変化をめぐる問題提起 

 

1980 年代の新制度学派は、制度に埋め込まれた受動的な主体の集合としての社会像を強

調した（Greenwood et al., 2008; Scott, 2014）。組織フィールドの中で、制度は組織にとっ

てあまりに当然のため疑問の余地がなく問題化され得ない、「合理化された神話」（Meyer & 

Rowan, 1977）になるとされる。そしてフィールド内の組織は制度を共有し、制度が正当性

を与える組織形態と活動を遵守し、フィールド内組織の同型化が進む。その過程で個々の組

織や個人の活動が与える影響は、捨象可能なものとして軽視される。しかし現実には、制度

は時代を超えて不変ではなく、時と共に様々に変化する。また全ての組織の反応が例外なく

均一ではなく、個々の組織にはその反応に個体差がある（Fombrun, 1989）。環境決定的な

立場を重視する 1980 年代の新制度学派の理論では、現実に観察されるこれらの事象を説明

できない（Hirsch & Lounsbury, 1997）。こうした社会化過剰の反省として、エージェンシ

ーとアクターの意図（DiMaggio, 1988）をどう制度理論にどう取り入れていけるかが、そ

れ以降現在まで試行が続く制度派組織論の重要な論点となっている（Battilana & D’Aunno, 

2009; Greenwood et al., 2011）。 

 

新制度学派の課題に対するこのような問題提起は、1980 年代初頭から存在した。その端

緒は、Eisenstadt（1980）にある。Eisenstadt（1980）は、世界が西欧・イスラム・中国

など異なる文化圏で構成されるものと規定し、それぞれの文化圏がその組織や個人に対す

る影響を及ぼす制度的な存在であると主張した。そして、これらの文化圏において制度が時

代と共に変化することを重視し、それら制度変化に影響を与える要因として、ある種の構成

員を「制度的企業家」と称した。これは、分析の焦点を国家社会の単位にあてたものである
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が、社会的に構成された規範に対して、その構成員が主体的に影響を及ぼせるモデルの可能

性を示唆した。Eisenstadt のこの指摘は、後に「制度的企業家」が制度論でも提起される

源流となる。その後 Granovetter（1985）も、社会科学における合理性と社会性のあるべき

バランスを論ずる中で、制度理論の社会化過剰を批判した。Granovetter は、取引コスト理

論を中心とする経済学が、非合理的・規範的側面を考慮しない過剰な合理性信奉に陥ってい

ると主張した（1985: 483）。一方で、制度理論をはじめとする社会学が逆に社会化過剰に陥

り、合理性を否定するあまり極端で部分的な説明にとどまることを問題視し、合理と非合理、

環境決定と主体的決定の両者を融和させた説明が各分野で必要と提唱した（1985: 485）。 

 

これらの先行的な問題意識を受け、新制度学派の修正の必要性について決定的な提言を

行ったのが、DiMaggio（1988）である（DiMaggio & Powell, 1991; Greenwood & Hinings, 

1996; Greenwood et al., 2008; Greenwood et al., 2011）。DiMaggio が問題視したのは、従

来の制度理論が、制度に埋め込まれた存在としての、組織と個人の受動性を過度に強調する

点である。DiMaggio はこれを、理論発展を目的としたレトリックによる「Metaphysical 

pathos」（1988: 9）と批判した。誰もが制度に埋め込まれそれを問題視すらできない側面だ

けに注目すると、論理的に、誰も意図をもって制度に作用を及ぼすことが出来ないこととな

る。しかしそれでは、誰の介入も無いのにどのように制度が生まれ変質し消滅するのか、外

部環境における非連続で劇的な変化（Meyer, 1982）に依拠する以外に、制度変化のメカニ

ズムを十分に説明できない（DiMaggio, 1988: 11）。既存研究が制度の普及と同型化を問題

としたのに対し、DiMaggio はその前後過程を含む動的な変化の重要性を指摘し、かつその

説明への解決策として主体の意図とエージェンシーを明示的に制度理論に包摂することを

提唱した点に新規性があった。尚このような修正は、実務的観点からも、当時の制度理論が

環境決定論の志向を強めるあまり、実務家の関心と無縁かつ無用の議論となっていたとす

る批判にも対応している（Donaldson, 1995; Hirsch & Lounsbury, 1997）。 

 

では、制度変化とその説明変数としての主体の意図及びエージェンシーを制度理論にど

のように包摂すべきか。DiMaggio（1988）は、二つの点で新機軸を提唱した。第一に、制

度変化を捉える上で制度のいくつかの時系列的段階を定義し、それに対応した分析の必要

性を示唆した。制度変化は、ある時点から次の時点に至って別の状態に制度が移行し変化す

ることを指す。ここで問題とされるのは、制度がどのように生まれ、普及し、質的にその内

容を改め、そして消滅するのかである。DiMaggio（1988）は、具体的には制度の複製・創

造・脱制度化の三つを例示し、これら各段階で作用するメカニズムと注目すべき側面が異な

る可能性を指摘した。そして DiMaggio による第二の貢献は、「制度的企業家」をはじめと

するいくつかの概念を提起し、組織や個人による主体的な制度への作用が実在し検討に値

することを提唱した点である。DiMaggio（1988）は、「制度的企業家」を、自らの利害意図

の実現のために、自らが持つ資源を活用し他者に影響を及ぼして、新たな制度を構築する有
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力者として定義した（1988: 14）。制度的企業家は、自ら構築を目指す制度が正当性を得る

ために世論にその正当性を認めさせる活動（「制度ワーク」）を行い、他のアクターを支持者

として獲得することを目指す。DiMaggio は、こうした「制度化プロジェクト」が成功すれ

ば、既存の制度から一定の独立性を持つ新たな制度が形成されるとした（1988: 15）。

DiMaggio が提起したこれらの問題と解決の方向性は、以後の研究に大きな影響を及ぼした。

制度に埋め込まれた主体を重視する理論としての独自な貢献を維持しつつ、制度変化・主体

の意図とエージェンシーをどのように包摂できるか。以後の制度理論研究ではこの問いが

継続的に提起され（e.g. Beckert, 1999; Greenwood & Suddaby, 2006; Hensmans, 2003; 

Hirsch & Lounsbury, 1997; Marquis & Raynard, 2015）、現在までその系譜は続いている

（Greenwood et al., 2011）。 

 

２－４．エージェンシーを包摂した説明をめぐる諸アプローチ 

 

DiMaggio（1988）の問題提起を経て、制度理論研究はエージェンシーを包摂した新たな

説明の方向性を模索した。その際に問題となったのは、制度がその生成から脱制度化までの

過程においてなぜどのように変化するのか、そしてそこに主体の意図の介在がどのように

可能なのか、である。これに対して、以後の研究には大きく二つのアプローチが存在する。

第一のアプローチは、アクター自身よりも制度変化そのものに重点を置き、どのように変化

を可能とする状況が存在し得るかを問題とする。この問題意識での先行研究には、制度への

アクターからの作用の内容を問題とする系譜（合理性と戦略論）と、そのようなエージェン

シーが存在する制度的環境の具体的描写と定義を問題とする系譜（代表的な概念として制

度的矛盾、制度的複雑性、制度ロジック論、等）がある。そして第二のアプローチは、アク

ターにより重点を置き、どのような主体がどのような特性に基づいて制度変化を起こすの

かを問題とする。代表的な議論として、DiMaggio（1988）が提起した制度的企業家論がこ

れに当てはまる。本節では、以上の各観点での代表的な先行研究とその貢献及び限界を論ず

る。そして次節において、本研究が対象とする問いとアプローチが持つ意味を定義づける。 

 

２－４－１．合理性と戦略論との融合によるアプローチ 

 

DiMaggio（1988）が提起した問題に対する一つのアプローチは、合理性に正面から焦点

を当て、アクターが制度のメカニズムを活用してどのように戦略的行動を取るか、その作用

の内容を議論するものである。この中で、一つの方向として、制度理論と合理性を前提とし

た説明原理、特に取引コスト経済学（Transaction cost economics）とを直接融合させる説

明原理の構築が試みられた（Martinez & Dacin, 1999; Roberts & Greenwood, 1997）。し

かし特に議論が発展したのは、合理性と戦略論の視点を部分的に取り入れた制度理論の試

行である。特に、資源ベースアプローチと制度論の融合を目指した Oliver（1991）の系譜
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は、エージェンシーを是とした際に制度理論がどう拡張出来るか新しい方向性を示した点

で重要である。Oliver（1991）は、組織は制度に一方的に左右される受動的存在ではなく、

それが競争優位につながるように、制度に対する戦略的対応を行う能動的な側面を持つと

主張した。そして具体的には、黙従・妥協・回避・無視・操作の五つの戦略を選択し、各戦

略それぞれ三つずつ例示された戦術を採用するとした（Oliver, 1991: 152）。Oliver は後に

さらに踏み込んで、制度的資本の概念を提唱した（Oliver,1997）。制度的資本とは、競争優

位の源泉となるリソースの活用を最適化するように、組織内外の制度的環境を最適化する

文脈要因である。制度がもたらす同型化圧力に抵抗なく適応できる内部の制度的環境を持

っていれば、組織は速やかに外部の施策を取り入れ変革が進む。取り入れるものが競争優位

あるリソース獲得につながる施策であれば、制度的資本は競争優位に貢献する。この議論で

は、特に組織レベルにおける、内外の制度的環境をマネジメントする能力こそが競争優位に

つながる変革力として注目された。（Oliver, 1997; Bresser & Millonig, 2003）。 

 

さらに、Oliver が提示した、合理性を持ち意図的に制度的環境を競争優位構築と維持に

活用する組織像を継承し、Lawrence（1999）は「制度戦略」が存在すると主張した。制度

戦略とは、自らの競争優位のために制度・フィールド・規制・規準の創造と改変を行う組織

活動である（Lawrence, 1999: 167）。より具体的には、Lawrence は誰がフィールドや市場

に参加できるかを操作するメンバーシップ戦略と、何が市場で正当と認められるかを操作

する規準化戦略が採用されると定義した。これらアクターの合理性を重視した議論は、制度

理論と競争優位性の議論を連結し両理論からの説得的な組織事象の説明を可能とし、また

過去の制度理論に欠けていた実務的示唆を提供した点で重要な貢献をもたらした。一方で、

戦略論によるアプローチは、戦略発動の際に制度に埋め込まれながら一定の合理性を発揮

するアクターを前提とする。しかし、制度に埋め込まれ制度を問題視すら出来ないはずのア

クターが、その制度を自覚的に変化させることが出来るとすると、矛盾が生じる（埋め込ま

れたエージェンシーのパラドックス, cf. Holm, 1995; Seo & Creed, 2002）。だからといって

制度の優越性を否定してはそもそも制度理論の存在意義が無く、またそのような戦略論は

新制度派制度理論の理論的蓄積も活用できない。そのため、アクターが制度的影響の制約を

受けながらも戦略的活動を取れるような状況とそうでない状況があることを前提に、どの

ような場合になぜそのような状況が生まれるのか、理論的な限界を何らかの議論で補完す

ることが必要となる。 

 

２－４－２．制度的環境の精緻化によるアプローチ 

 

制度変化そのものに重点を置く研究系譜の中で、戦略論とは対極にある視点からその限

界に対応するのが、アクターの戦略ではなく制度的環境に注目するアプローチである。これ

らの議論では、制度がアクターに対し支配的な影響を及ぼすことを前提としつつ、制度的環
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境が持つ特性の中に、アクターのエージェンシー発現を促進する状況があることを問題と

する。そして、制度的環境がより精緻にはどのような構造と特性を持ち、どのような条件で

あれば合理性を維持した意図的な制度への作用を行うアクターが登場し得るか、が問題と

された。 

 

制度的環境の精緻化を目指すアプローチにはいくつかの系譜がある。その初期の例が、

Holm（1995）である。Holm（1995）は、ノルウェーの漁村における委任統治販売組織

（Mandated sales organization（MSO））の生成から脱制度化の過程を検討し、制度変化

を可能とする Nested system を制度的環境のあり方のモデルとして提示した。Nested 

system とは、制度化に影響されたアクターが起こす行為が、その結果として新たな問題に

派生し、その解消意欲が制度を動かす行為につながり、これら二種類の行為が相互に影響す

る動的なプロセスとして制度変化を起こすとするものである。このような制度に関する問

題と連動した変化の発生を、Seo & Creed（2002）は制度的矛盾の概念でより精緻化した。

Seo & Creed （2002）は、ある制度が生まれ制度化された結果組織にもたらされる矛盾と

して、①実務的効率性の低下、②制度の固着による適応力の低下、③別の制度との間の相克、

④多様なステークホルダーが存在する中で満たされないニーズを抱えた者の不満増大、の

四つを挙げた。これらの要素の内、実務的効率性の低下については、そもそも効率性の評価

自体が制度に影響を受けた組織構成員によって行われるため（Lounsbury, 2007）、必ずし

も制度変化を目指す圧力になるとは限らない。しかし Seo & Creed（2002）の指摘は、複

数の制度または考慮すべき正当性・利害が同時に存在する場合に、ある制度の同型化圧力が

相対化される可能性を示唆する。このような制度変化を可能とする要因としての制度的矛

盾の考え方は広く受容され、その後、複数制度のせめぎ合いを前提とした世界観が浸透して

いく。 

 

その代表的な理論体系が、制度ロジック論である。制度ロジック論は、Friedland & Alford

（1991）に由来する（Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012）。Friedland & Alford（1991）

は 1980 年代の新制度学派制度論に対する DiMaggio（1988）の批判に応え、複数の制度が

制度間システムの下で相互に矛盾しながら存在する世界観を提唱した。そこでは西欧型社

会を念頭に、資本主義、官僚国家・民主制・キリスト教等の制度的秩序が存在するとされた。

制度的秩序は多元的な合理性を象徴し、組織や個人は相互に矛盾をはらむこれら制度的秩

序への依拠を使い分け制度を変化させる（pp.249-253）。Thornton & Ocasio（1999）はこ

の世界観を発展させ、横軸に複数の制度ロジックを、縦軸に各ロジックの具体的な特性（象

徴と普及する施策）をとった整理による、制度的環境の体系化が可能であることを主張した。

制度ロジック論の特性は、複数の特定ロジックが併存する状態こそが定常で、ロジック間の

矛盾が常に緊張状態をもたらし、一方でアクターが協力してその秩序を維持する世界観で

ある（Reay and Hinings, 2009）。そして制度ロジック間の矛盾が顕著な場合に、その解消
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方法としての制度変化を促す圧力が生まれ、その条件下でエージェンシーと限定的な合理

性を発揮できる制度的企業家の登場が肯定される（Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012）。

制度は認識により形成されるため、極論すれば制度は認識者の数だけ多様なものが存在し

得る。しかし制度ロジックの理論家は共有された社会通念としての一定の共通項があるべ

きと主張し、家族・コミュニティ・宗教・政府・市場（ビジネス）・職業・企業の 7 つの制

度ロジックを提唱している（Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012）。尚、制度ロジックの

隣接概念として制度的複雑性がある。制度的複雑性は、複数の制度ロジックが存在しそれら

が矛盾する状態が定常的にある状態を示す（Greenwood et al., 2011）が、特定の制度ロジ

ックへの収斂と特定の社会説明モデルを提唱していない点で、より中立的な概念である。 

 

このように、エージェンシー発揮の前提条件を制度的環境の性質に求める議論は、制度理

論の前提と矛盾しない形で、アクターによる制度変化を肯定しつつ、その限界の議論を可能

とする点に魅力と貢献がある。一方で、制度的環境を検討するだけでは、アクターが具体的

にどのように制度変化を実現するのか、具体的な行為に関する説明には限界がある。このよ

うな限界に対し、統合的な説明を志向した Beckert（1999）を代表とする統合論は、一定の

説得力を持つ。Beckert （1999）は、不確実性を軸に戦略的選択と制度的作用が相互に影

響し合うことを重視した。アクターは出来る限り合理的判断を追求するが、通常は制度的環

境に支配される。しかし、特に制度的複雑性（相互矛盾）が高い環境では、相異なる正当性

が認識される結果、行為の結果の不確実性が高まり、制度ロジックと反する行動もやむなく

検討されることとなり（Beckert, 1999:780）、新たな制度生成を行う制度的企業家の活動は

活発化する。従って、統合的説明は可能であり、それをつなぐのは不確実性であると論ずる。

他にも、制度とアクターの相互作用論として Hoffman （1999）は化学業界における環境対

応を題材に、アクターが考慮できる選択肢が組織フィールドによって形成され変化してい

く形で、フィールドとアクターは相互けん制することを提示した。これらが示すように、戦

略論と制度的環境論は相互排他的なものではなく、制度的環境論でエージェンシーの発揮

条件が定まり、その際にアクターが取る行動の指針を戦略的に捉えたのが戦略論であると

する整理が可能である。以上の議論は、抽象的な存在としてのアクターを想定した際に、そ

れがどのようなメカニズムで制度変化と関わるか、という点では先行研究に相当程度の蓄

積が生まれていることを示す。 

 

２－４－３．制度的企業家論によるアプローチ 

 

一方で、前節で検討した戦略論・制度的環境に関する理論は、あくまでアクターの特性か

ら独立した説明であり、DiMaggio が提起したアクターの特異性が何なのか、アクター側の

要因についての検討が欠落している。アクターのどのような特性が、エージェンシーの発現

と相関するのか。アクターに注目する代表的な議論が、DiMaggio の提起をさらに発展させ
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た制度的企業家論の系譜である。制度的企業家論を理論的に発展させる土台となったのが、

Fligstein による定義である。Fligstein（1997）は、DiMaggio（1988）が提起した制度的

企業家の概念を具体化することこそ、制度理論とエージェンシーをめぐる議論の解決方法

になると提唱し、個人を念頭とした制度的企業家について二つの点を主張した。第一に、制

度的企業家が、特定の社会的スキルを駆使することで、制度の生成と改変を実現する点であ

る。社会的スキルとは、ある種の行為の実現と正当化を目指し、アクターが互いに共有でき

る意義とアイデンティティを提供し、他のアクターとの協業を動機づける能力であるとさ

れる（Fligstein, 1997:398）。Fligstein は社会的スキルの発揮形態として 14 種の戦略的行

動を例示し、それらが安定した社会環境（組織フィールド）を創造し維持するための試みで

あると論じた。そして第二に、そのスキルの使い方が、フィールドの成熟度（未熟・成熟・

成熟し危機に瀕した状態）に対応して変化するとする点である。Fligstein は制度的企業家

の例として、欧州連合を目指す取り組みが 1980 年代に解体の危機に瀕した際に活躍し今日

の統一市場の形成に貢献した、Jacques Delors を挙げている。Fligstein は後にも同様の主

張を提起し（Fligstein, 2001）、組織フィールドを潜在的な制度的企業家がせめぎ合う世界

と捉え、多数のアクターに訴えかけ意義を共有することで、新しい制度の創造や既存制度の

改革を実現する存在としての制度的企業家像を提起した（p.106）。 

 

Fligstein の定義は、組織内のグループや個人の活動といった組織のミクロな動向に注目

し、「制度的企業家とはどのような『社会的スキル』を発揮する存在なのか」に関する議論

を提起した。それ以降、制度的企業家のスキル検討は組織と個人の両レベルで行われた（組

織レベルの例として米国インターネット音楽配信の創造を題材とした Hensmans（2003）、

サンマイクロシステムズによる JAVA の普及を題材とした Garud, Jain & Kumaraswamy

（2002）等、個人レベルの例として米国での LGBT への公平な処遇の普及を題材とした

Creed, Scully & Austin（2002）、カナダでの HIV 治療を題材とした Maguire, Hardy & 

Lawrence（2004）等）。これらの検討からは、成功する制度的企業家の発揮するスキルと戦

略的活動について一定の共通理解が形成された。すなわち、制度的企業家の社会的スキルと

は、多様なステークホルダーが受容するフレームを発見し（Creed, Scully & Austin, 2002; 

Garud, Jain & Kumaraswamy, 2002）、理論的にその正当性を確立し、言語を通じてその

意義を共有しステークホルダーの利害とも調和させる（Garud, Jain & Kumaraswamy, 

2002; Hardy & Phillips, 1998; Hensmans, 2003）と共に、政治的に同盟を組み必要な資源

を確保し対立的な交渉も行う（ David, Sine & Haveman, 2013; Garud, Jain & 

Kumaraswamy, 2002; Hardy & Phillips, 1998; Levy & Scully, 2004）ものである。これら

の事例研究には主体が組織レベルと個人レベルの検討が混在するが、観察された戦略的活

動の内容は共通性が高い。 

 

そしてアクターに注目する制度的企業家論におけるもう一つの理論的関心が、制度的企
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業家がどのような条件で生まれてくるのか、その発現条件に関する探究である。制度的企業

家を可能とする条件に関する先行研究には、四つの視点がある。第一の視点は、組織フィー

ルドが特定の状態にあることが、制度的企業家の発現と連動するとする議論である。特に、

フィールド内に制度的な多様性が高く（Clemens & Cook, 1999; Seo & Creed, 2002）、制

度化が進行し成熟した組織フィールドが制度的企業家との親和性が高いとされた。しかし

組織フィールドの特性、特に制度的多様性によって制度変化を説明する議論は、アクターに

注目する制度的企業家論本来の独自性を持たず、既述した変革行動そのものに注目した議

論に回収される。また組織フィールドの成熟度は注目を集め、成熟したフィールド（e.g. 

Greenwood, Suddaby & Hinings, 2002; Lounsbury, 2002）、未熟なフィールド（e.g. Garud, 

Jain & Kumarswamy, 2002; Maguire, Hardy & Lawrence, 2004）それぞれについて検証

が行われたが、具体的な戦術や態様に違いはあれ、どちらの成熟度でも制度的企業家は発現

することが報告されている。 

 

そこで、アクター側の個性、特に組織と制度的環境との関係性に注目したのが第二の視点

である。関係性が重要な理由は、アクターが考慮できる選択肢がフィールドによって形成さ

れ、またフィールドもアクターの影響を受けるためである（Hoffman, 1999）。例えば

Leblebici et al.（1991）は米国のラジオ放送局の草創期からの歴史を通じ、新規参入者やフ

ィールドの周辺部に位置する影響力の弱い放送局が制度から逸脱した慣習を開始し、それ

をフィールド中心部の有力局が採用することで新たな制度化が起こる過程を説明した。そ

こでは、フィールドの周辺部ではアクターが制度に埋め込まれた度合いが低く、かつ生存の

脅威にさらされるため、新たな実験をする志向性が強いことが理由とされた。「辺境」から

制度的企業家が登場する事例は、新たな組織フィールドだけでなく、成熟業界でも報告され

ている（例えば米国 TV 業界における近年の事例（Gurses & Ozcan, 2015））。一方で、逆

に組織フィールドの中枢にいる既存有力者こそが制度変化を起こすとする反論もある。

Greenwood & Suddaby（2006）は、カナダの会計監査法人における複数事業を持つ組織形

態への転身を題材に、フィールド中枢の組織（「エリート制度起業家」）が制度変化を主導す

ると主張した。その理由は、有力で広範なネットワークを持つことからフィールドの領域を

超えた見解に触れる機会が多く、またそれら複数フィールド間では必ずしも慣習の整合性

が無いため、認識面での制度への埋め込まれ方がむしろ弱まるためとされた。また Reay, 

Golden-biddle & Germann（2006）は、カナダにおける病院組織を題材に、制度に埋め込

まれた主流の組織でも、試行錯誤からの小さな成功を積み重ねることで、組織は内発的に新

しい組織形態を創発し制度化させることが起こると主張した（日常的活動による制度変化

の例として、他に Daudigeos（2013）等）。このように組織と制度的環境との関係性に注目

した議論は、組織フィールドのいずれの位置からも制度変化を起こす主体が発生する事例

が報告され、制度への埋め込まれ方が弱まる理由もフィールド内の特定の位置に限定され

ず、それぞれ観察されている。そのため、制度的企業家の発生条件を説明する上では説明力
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が限定的な結果となっている。 

 

このような個別組織とフィールドの関係性の限界を補完する第三の視点として、組織単

独でなく組織の集合としてのフィールド全体を問題とする方向性がある。例えば

Greenwood, Suddaby & Hinings（2002）は、カナダの会計監査法人の組織フィールドでの

制度変化において、フィールド全体に作用する存在としての業界団体が重要な役割を果た

した事例を示した。Greenwood らによれば、業界団体は制度が促す慣行を明示化しルーチ

ンとして定着させ、内部でフィールド内組織間の対話を推進し、フィールド外との折衝を行

う代表として機能する。さらに業界団体のような明確なフィールド代表組織が存在しなく

ても、マクロレベルでの対話と認識変化があれば、起業家や組織が個々の活動から集合体と

して制度を形成する事例も報告されている（例として、カナダのホエールウォッチング業界

の形成を題材とした Lawrence & Phillips, 2004; 二酸化炭素削減の国際的枠組みである京

都議定書を題材とした Ansari, Wijen & Gray, 2013 等）。報告された事例では、特定の構成

組織や個人が決定的な役割を果たさない段階的かつ相互触発的なプロセスが詳説され、事

例のような種の制度変化の説明メカニズムとしては、一定の説得力がある。しかしこの視点

では、どのような条件でなぜエージェンシーが可能となるか、組織フィールドレベルより下

の階層での説明が提示できない限界がある。 

 

そこで、DiMaggio（1988）の元来の提起にも従って、制度理論における最も下位のレベ

ルである個人に注目して制度的企業家の発現要件を探るのが第四の視点である。先行研究

では、特に個人が持つ人的ネットワーク及びそれと連動した社会的ポジションが重視され

ている。Battilana（2006）は、制度的企業家が実現するには単に意思を持つだけでなく、

それを可能とするリソースを持つか否かを考慮する必要があり、そのため個人がどのよう

な地位を持ち誰と関係を持っているかが重要と論じた。社会的地位は人的ネットワークに

より規定される可変的な個人の特性であり、組織フィールドに対する見方に影響を与える

とされる（Dorado, 2005）。例えば Battilana & Casciaro（2012）は、英国の病院を題材に、

組織を構成する個人のネットワークが、制度的な影響への変則的な組織対応に影響するこ

とを検証した。 

 

２－４－４．制度的企業家論に対する批判 

 

Battilana らの議論は、個人が持つ社会的な背景を問題とするものであり、Fligstein（1997, 

2001）が主張した「社会的スキル」を礼賛する単純化した解釈、つまり個人の先天的または

後天的な能力そのものに焦点をあてることを慎重に回避していた。しかしそれでも、制度的

企業家論の一側面として、アクター特に個人の合理性や能力を過剰に重視し、非現実的な議

論に陥る恐れがある点は批判を受けた。そもそも、制度に埋め込まれた組織の、さらに下位
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に存在する個人が制度自体に変化をもたらすと考えるには、個人はあまりに非力かつ定義

により制度にとらわれた存在であり、より上位レベルである組織や組織フィールドに何ら

かの作用があってはじめてエージェンシーが可能となるとする疑問が提起される

（Battilana & D’Aunno, 2009）。さらに、Meyer（2006）が指摘するように、（限定された

ものであれ）合理性を持った行動を取る志向は選ばれた起業家だけでなく、本来は全ての人

間が持っているはずである。特異な属性や能力を持つ一部の個人だけが、合理性を回復し意

図的な制度への作用が可能となると規定するのは、制度から超越的な認識と能力を持つ制

度的企業家を規定し（スーパーヒーロー仮説）、その存在に依存して理論的なギャップを説

明する試みにつながる。そのためこの問題を回避するために、個人レベルの制度的企業家を

捉える際にも、個人を超えた要因と個人との連動性を考慮する必要が提唱された（Meyer, 

2006）。例えば Delmestri（2006）は、多国籍企業のイタリア人マネジャーの実証研究を題

材に、英雄的な制度的企業家のスキルによる説明を否定し、制度的影響への対応が個人のス

キルでなく個々の多文化経験等の構造的要因で決まっていたと主張した。 

 

また一方で、集合体としてのアクターを制度的企業家と見なす代替案も提唱されている。

Lounsbury & Crumley（2007）は、米国ミューチャルファンドにおけるアクティブマネー

マネジメントという新慣行の生成を題材に、制度変化には、一人の起業家でなく複数のアク

ターが相互作用して変化を作り出す過程を示した。これは、ビジョンを共有する個人が集合

体として自発的に協力することで制度的変化を実現する、集団的な制度的企業家像にもつ

ながる（Zietsma & Lawrence, 2010、事例として京都議定書を題材とした Wijen & Ansari

（2007）、スコットランドのヘルスケアサービスを題材とした Forbes（2012）等）。特に

Dorado（2013）はボリビアのマイクロ金融制度の発展を題材に、英雄的な個人の制度的企

業家論を否定し、起業家が孤立した個人ではなく、集団として機能することを主張した。そ

こでは、個人は座視しがたい変化（技術革新・政策変更・健康危機などの節目）を目にし、

やむなく制度的企業家となり、共通したビジョンを持つ複数の人々が制度を共に作り上げ

経験し、相互作用で意欲を高めていくとされた。Vaccaro & Parazzo（2015）が位置づける

ように、個人の力量に過剰に依存した説明を超えた、集合的な起業家のミクロな行動の集積

による社会的価値観の変化の議論は、「ポスト英雄志向の制度的企業家論」として現在定着

しつつある。 

 

ここまで述べてきたように、制度的企業家論はエージェンシーと制度変化の説明要因に

アクター側の要素を重視した議論として多数の先行研究を生み出し発展してきた。そして

スキル論の過剰な重視を潜在的課題として抱えつつも、制度的企業家が抱える制約条件を

加味した具体的なメカニズムの探索に貢献してきた。一方で制度的企業家論は、エージェン

シーをアクターが制度変化をもたらすことを目指し、それを自己認識した合目的的な作用

と捉えている（DiMaggio, 1988; Fligstein, 1997, 2001）。しかし既に挙げたように、制度変
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化には、例えば特定少数の起業家が政治力を発揮し意図的に制度変化をもたらす類型（e.g. 

Garud, Jain & Kumarswamy, 2002）もあれば、明確な意図は無いがルーチンの蓄積が結

果的に制度変化をもたらす類型（e.g. Greenwood, Suddaby & Hinings, 2002）もあり、ま

た集合的な起業家群が創発的に形成され途中から制度変化を目指す意図を発揮する類型

（e.g. Vaccaro & Parazzo, 2015）もある。Dorado（2005）は、制度変化にはこれら三類型

に該当する起業家的・随行的・招集的の三種類があり、古典的な制度的企業家論は制度変化

の一類型でしかないとする重要な指摘を行った。そこでは、フィールドにおける制度的状況

（透明・不透明・もしくは拮抗（制度の相反性と制度化度合い））と各アクターの資性（社

会的ネットワークと時間的志向）によって反応が定まるとされる。Dorado（2005）はその

仮説的なモデルの中で、時間的志向に応じエージェンシーにも三種類があり、未来志向であ

れば戦略的エージェンシー（起業家的変化）、過去志向であればルーチン型エージェンシー

（随行的変化）、現在志向であれば意味探索型エージェンシー（招集的変化）が発揮される

と論じた。制度理論におけるエージェンシーの包摂は、その契機となった DiMaggio（1988）

の具体的で優れた問題提起の指向に影響を受けた結果、彼が提起したアクターの意図性あ

る状況の探究に偏向してきた。Dorado の指摘の重要な点は、アクターの意図性が介在する

制度への作用と、介在しない無自覚的な制度への作用が併存することを是として、これらを

包摂する説明の必要性を提示した点にある。 

 

２－５．本研究が充足を目指す先行研究に不足した視点  

 

２－５－１．アクターの内的要因による組織反応としての制度変化 

 

ここまで述べたように、エージェンシーの制度理論への包摂という大きな文脈の中で、先

行研究では、制度変化を精緻に捉える上でアクターの意図せざる結果まで含めて検討する

必要が示唆されている。その際に有用となるのは、二つの視点である。第一に、前提として、

アクターの有能性とその意図性の過剰重視という制度的企業家の陥穽を意識的に回避する

必要性がある（Lawrence, Suddaby & Leca, 2009）。制度変化の理由を制度的企業家の社会

スキルに無批判に転嫁することは、全てをアクターの意図で説明する誤謬につながる。先行

研究の中で、「制度ワーク」はこの理論的リスクに対応し、制度に埋め込まれた組織・個人

が受ける制約を明示的な前提としつつ、その範囲での「制度の創造・維持・または破壊を目

指した組織または個人の意図的な行動」に注目し、理論的体系化を目指す（Lawrence & 

Suddaby, 2006: 215）。そのため、本研究は「制度ワーク」が提起する制度とエージェシー

の関係性に依拠し、制度の優越を前提とした中での組織・個人と制度との相互作用に焦点を

当てる。そして第二に、意図を伴う制度変化ありきの視点でなく、そもそも制度的圧力への

組織反応一般のレベルから検証を行う事が必要となる。本来、制度の影響下にある組織の組

織行動には、制度変化に寄与するものとそうでないものが両方含まれる。組織が何らかの反
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応を起こした結果が制度変化につながるのは全体の中で一部の事象であり、むしろ制度的

圧力に対する組織反応全体を俯瞰することで、どのような原理が制度変化につながる類型

となるかを、より上位概念から漏れなく検討することができる。そのような制度的圧力への

組織反応全般について、組織間でどのように個体差が発生し、意図がある場合と無い場合を

両方含め、なぜある組織は特定の反応を示しある組織はそうでないかを要因探索する視点

は、組織論の本流である組織変化の説明の研究系譜にも直接貢献する（Greenwood & 

Hinings, 1996）。そのため、本研究では制度的圧力に対する組織反応の個体差を検証する観

点で探索研究を行う。また先行研究では、制度的圧力に対する組織反応を検討する上で、組

織の外形要因等の特定変数における定量的実証研究が偏重され、事象の具体的なメカニズ

ムと関連要因の探索に本来適した、組織内プロセスに関する実証研究が不足している

（Greenwood et al., 2008）。そのため本研究では、組織内でどのように正当性が扱われ、ど

のように組織反応が形成されるか、その意思決定プロセスに注目して検討を行う。 

 

２－５－２．制度の経時的変化 

 

そして制度的圧力に対する組織反応を探る上では、既述の通り制度の経時的変化を考慮

する必要がある。先行研究では、組織レベルでの反応における制度の経時的変化の主要な段

階として、以下の三つが存在する。第一に、制度の初期段階、すなわち制度形成とその普及

については、組織は制度が支持する組織形態または施策を採用する反応を示すが、採用時期

とその過程には組織の個体差が存在する（Tolbert & Zucker, 1983）。先行研究では、採用時

期を被説明変数とし説明変数を探索する研究が蓄積している。特に、採用における組織のモ

チベーションについて、実務的利益が早期採用に、制度的理由が後期採用に結び付くとする

2-stage model が提起され、その是非に対する議論が一つの研究系譜として継続している（cf. 

Kennedy & Fiss, 2009）。第二に、組織における施策採用の後、施策の実行においては採用

と異なる原理が働くため、これを弁別して考える必要がある（Ansari, Fiss & Zajac, 2010; 

Gondo & Amis, 2013; Marquis & Qian, 2014; Okhmatovskiy & David, 2012）。制度的圧

力を受けた施策実行の質には組織の個体差が生じ、ある種の組織では制度的複雑性に対す

る一つの典型的反応として、施策採用の名目的形式と組織実態の乖離（Decoupling）が起こ

る（Meyer & Rowan, 1977; Westphal & Zajac, 1994, 2001; Ingram & Simons, 1995; Fiss 

& Zajac, 2004, 2006）。Decoupling は、元来は実務的利益維持を目的とした経営層による

意図的行為として議論されたが（Meyer & Rowan, 1977）、その態様は多様であり、意図せ

ざる結果としての Decoupling の観察も報告され、その発生メカニズムと組織間個体差の説

明は多くの研究者の関心を集めている（Bromley & Powell, 2012; Crilly, Zollo & Hansen, 

2012）。そして第三に、近年注視されるのが、Decoupling を経た後での制度変化の加速であ

る。この事象はCoupling（Tilcsik, 2010）またはRecoupling（Espeland, 1998; Hallet, 2010）

と称され、組織内有力者による意図的な Decoupling であっても、組織内の政治的関係の変
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動により、新制度実行の実行推進派が支配的な影響力を及ぼすことで施策の実行が加速す

るとされる。しかし、報告例は限定的であり、その詳細なメカニズムの検討が期待される状

況にある（Bromley & Powell, 2012）。さらに、これら複数の経時的変化における組織反応

が相互に連動しているか否かは、検証が十分に為されていない重要な論点として提起され

ている（Kennedy & Fiss, 2009）。従って、関心外の変数による干渉を捨象して経時的変化

を明確に観察し、時系列での組織反応相互の連関性も探索対象とするため、本研究では単一

の事例群を用いて、探索研究を行う。 

 

総括すると、本研究は先行研究の課題を補完する二つの視点にアドレスするように設計

された。第一の視点が、組織反応の個体差の発生メカニズムの観点からの、制度論とエージ

ェンシーの包摂的説明の可能性探索である。ここでは特に、組織外要因および組織内の外形

要因ではなく、先行研究が不足する、意思決定を中心とした組織内のプロセス要因に焦点を

当てる。そして第二の視点が、制度の採用・採用後の不実行（Decoupling）・実行加速

（Coupling）の観点での、制度の経時的変化での作用に関する、単一事例群を使用した観察

である。以上の観点より、本研究では単一事例群について三つの段階における経時的変化を

追い、かつそれぞれの段階について先行研究を念頭に、意思決定プロセスに関連して組織反

応の個体差を説明する未解明要因の探究を行った。次章では、具体的な対象事例の文脈と、

それに対するデータ収集・分析の手法を説明する。 
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第三章 本研究の題材と研究手法 

 

本章では、本研究がどのような事例を題材とし、どのようにそれを検討したかを説明する。

第一節では、本研究の検討事例であるグローバル人事制度の日本企業への導入に関して、関

連する先行研究と、その制度的文脈を説明する。第二節では、本研究におけるデータ収集お

よびデータ分析の手法について説明する。 

 

３－１．本研究が題材とする文脈 

 

本研究では、実証研究の題材として「グローバル人事制度の日本企業への普及」を扱

う。この題材は、四つの理由により、制度的複雑性に対する組織反応のデータとして適切

かつ重要である。第一に、新たな人事制度の国際普及は、制度的複雑性が顕著に現れる文

脈として、人的資源管理および制度理論の先行研究において採用されている。第二に、人

事制度の中でも特に、国境を越えて一定の共通化手法を用いる「グローバル人事制度」

が、近年新たに正当性を持ち多国籍企業の組織フィールドにおいて制度化されつつある。

第三に、グローバル人事制度はその思想や制度設計の細部において旧来型の日本的人事制

度と顕著な矛盾をはらみ、従って日本企業を題材とすることで、強度の制度的複雑性を観

察することができる。そして第四に、同制度は海外展開する日本企業という組織フィール

ドにおいてまさに現時点で実務的重要性と制度的圧力を高めつつあり、そのため制度採用

を志向する企業が多く最新のデータ収集が可能である。 

 

本節では、上記に示した本題材の特性を先行研究および近年の企業動向から説明する。

まず人的資源管理および制度理論における人事制度普及を題材とした先行研究の系譜を概

観し、本研究の文脈がその中でどの流れに位置するかを特定する。次に、本研究の実証研

究の素材であるグローバル人事制度の日本企業への普及が、どのような文脈にあり、どの

ような制度的特性を持つかを論ずる。 

 

３－１－1．制度理論における題材としての人事制度普及 

 

企業組織は個々の状況への最適化を目指して自組織の人事制度設計を行うが、一方で労

働者の権利保護の視点から労働関連法規制の支配を受け、また外部組織としての労働組合

との関係性にも影響を受ける。そのため人事制度には、組織固有の創造的な施策設計や多

様性が一定程度存在しつつ、同時に外的な制約条件に対応する必要から、社会的に正当性

を持ち受容性の高い一定範囲の手法から施策が取捨選択される傾向も持つ（Paauwe & 

Boselie, 2005）。その結果、専門領域としての人的資源管理（HRM）が企業組織横断的に

確立しており、組織横断的に共通性の高い人事制度施策のひな形が普及しやすい（Tsai, 
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2010）。そうした新しい人事制度の選択肢は個々の企業の創意工夫から登場するが、それ

ら新施策が企業群にどのように普及していくのか。その過程とメカニズムは人的資源管理

（HRM）研究の重要な探究領域の一つであり、そこでは制度理論の観点での説明可能性

も注目を集めてきた（Kossek, Dass, & Demarr, 1994）。制度理論の観点とはすなわち、

法規制による制度の強制化、組織が持つ社会的正当性の条件としての規範化、組織の不確

実性への対応策としての模倣的圧力の三つの経路を経た同型化圧力である（cf. DiMaggio 

& Powell, 1983）。例えば日本でのワークライフバランス最適化に関する人事施策（例：ノ

ー残業デー、懲戒を含む残業時間管理強化、早朝勤務制等、厚生労働省, 2007）普及を例

にとれば、強制化は実績報告義務の設定など行政による残業規制強化、規範化はメディア

記事・ランキング化（例：働きやすい企業ランキング）等の普及による社会的価値観の変

化、模倣的圧力はそれらを通じた採用企業の増加と企業横断的人事部門ネットワークによ

る情報共有によって媒介される（cf. Kinnie, Swart, & Purcell, 2005）。 

 

そして制度理論のレンズを通した人事制度普及の検討の中でも、国際的な人事制度普及

は特に強い関心を集めている。Paauwe & Boselie（2005） が主張するように、組織の人

事施策は組織の合理的意思と制度的作用の両方が影響しつつ普及するが、国際的環境では

複数の制度的要因が介在しやすいためである。人事制度の国際普及に関する先行研究につ

いて留意すべき点は、主に三つの異なる文脈と定義の中で、「制度」が検討されているこ

とである。第一に、国家を単位とし、法規制や雇用慣行の差異に注目し制度経済学的な意

味で「制度」を定義する研究群がある（e.g. den Dulk, Peters, & Poutsm, 2012; 

Gooderham, Nordhaug, & Ringdal, 1999）。ここでは、それぞれ固有の制度環境に影響を

受ける各国企業群の本社での人事制度に注目し、どのような国にどのような制度が普及す

るかに注目する。例えば den Dulk, Peters, & Poutsm (2012)は、欧州 19 か国の企業群を

題材に、家庭事情を反映した柔軟な勤務制度の企業への普及が、国家単位の制度的環境に

作用される度合いを検証している。そして第二に、同様に各国固有の環境として「制度」

を定義しつつ、本社ではなく多国籍企業の進出先における海外子会社の人事制度を問題と

する研究群がある（e.g. Bjorkman et al. 2006; Bjorkman, Fey & Park, 2007; Gaur, 

Delios & Singh, 2007; Quintanilla, Susaeta, & Sanchez-Mangas, 2008）。多国籍企業

は、一組織としての本社・海外子会社間の一体性を志向するが、同時に現地固有の事情に

合わせた組織設計を行う、二律背反するニーズを充足する必要がある。この研究領域で

は、その矛盾がどのように施策普及に作用するかを問題とする。例えば Quintanilla, 

Susaeta, & Sanchez-Mangas (2008)は、米国多国籍企業のスペインにおける現地法人四社

の事例研究で、現地制度と本国人事制度の差異がコンフリクトを生起させ、折衷的な解決

策が志向される組織内プロセスを描写した。また、Lincoln, Hanada & Olson（1981）は

日本企業の米国現地法人群を題材に、本国人事制度の海外展開では、現地法人がそれと反

する現地ニーズ充足の実務的必要性に制約されるため、結果的に現地ニーズが包摂された
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形態に変容すると指摘した。そして第三に、一国に所在する企業組織群を組織フィールド

として、同国企業で共有される人事制度の共通項を「制度」として注目する研究群がある

(e.g. Della Torre & Solari, 2013; Saka, 2004; 須田、2013)。日本に対する海外からの組織

制度移入も継続的な現象も、少数だが研究の蓄積がある。この領域では、古くは明治時代

における警察・郵便等の西欧式組織制度の導入（Westney, 1987）から、近年では 2000 年

代の外資系製薬企業日本法人におけるグローバル人事制度（Global Talent Management, 

GTM）への対応（須田、2013）まで、幅広い検討が存在する。本研究はこの第三の研究

系譜を継承し、日本企業を組織フィールドとした海外からの GTM 施策普及を題材とする

ものである。 

 

さらに、国境を越えて普及する人事制度の中でも、近年は「グローバルタレントマネジ

メント（Global Talent Management、GTM）」と称される一定の手法群が国境や企業を

超えて多国籍企業において共有され、重要な潮流となっている（Tarique & Schuler, 

2010）。多国籍企業はグローバル統合とローカル適合を調整することで多国籍環境に適応

した競争優位を構築する必要があり（Bartlett & Ghoshal, 1989）、その実現には組織の意

思決定層に多様な文化を理解する人材を保有する必要がある（Mellahi & Collings, 

2010）。さらに、多国籍企業は国籍を問わず優秀な人材を幹部に登用することで、公正な

処遇の提供者かつホスト国の人材開発に貢献する存在としての正当性を確立する必要があ

る（Sambaraya, 1996）。そのため、事業の国際化が進展する中で、各国で幹部層人材を

登用し国を超えてそれを共有し、適材適所を実現することの重要性が増しており、特に幹

部層人材について人事制度を各国単位でなく統合的な管理に移行することが重視されつつ

ある（Beecher & Woodward, 2009）。国際人的資源管理（International human resource 

management, IHRM）の観点では、従来から、多国籍企業が国際的な事業活動を展開す

るにつれ、その本社と海外現地法人における人事制度がそれぞれ変化する傾向は観察され

てきた。特に Heenan & Perlmutter（1979）は、多国籍化の進展と共に国際人的資源管

理が進化する基準として、本国志向型・現地志向型・地域志向型・世界志向型の四段階を

示した。そこでは企業は進出先に資源と知識を持たず、当初は人事制度を本国から移管す

る本国志向から出発し、海外現地法人の成長に応じて現地人材の登用が進む現地志向、複

数拠点の統合化が進む地域志向、さらには国籍に関係なく人材登用を実現する世界志向に

至るとされる。GTM は統合化を目指す志向性を持って、必要なスキルある人材を必要な

数だけ国を超えて配置し、国境を越えて知識を共有させ、国境を越えた巨大な人材プール

を活用し優秀人材の発掘と育成を目指す取り組みである（Roberts, Kossek, & Ozeki, 

1998）。 

 

「GTM」が具体的な活動として何を指すかについて、研究・実務の両面で多様な定義が

用いられ、必ずしも統一的な理解は存在しない。しかし、GTM は国際人事管理
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（IHRM）の一部に位置づけられ（Tarique & Schuller, 2010）、1980 年代から議論が活発

化した IHRM 研究において、2000 年代以降再び注目を集めている普及現象である

（Scullion, Collings, & Gunnigle, 2007）。IHRM と GTM の差異は、後者が従業員と自社

組織に注目するのに対し、前者はそれに加えて顧客・投資家・サプライヤー・社会にまで

ステークホルダーを広くとらえる点にある。結果として GTM が競争力を高めるための人

的資源の確保に向けた取り組みを指すのに対し、IHRM は労働組合との関係等も含むより

広範囲の人事政策を対象とする（Tarique & Schuller, 2010）。多様な定義の共通項とし

て、主要な先行研究を包括的に整理した Tarique & Shuller（2010）に従い、本研究では

GTM を「変化が激しく、高度に競争的で、グローバル化が進展した環境におかれた多国

籍企業の戦略的方向性と合致する形で、人材を惹きつけ育成し維持するために、国際人的

資源管理（人事制度および諸活動）を体系的に活用する取り組み」と規定する（Tarique 

& Schuler,2010: 124）。実際に、複数の大手国際人事コンサルティング会社がこの定義に

適合した範囲で、多様な変革領域から必要に応じ組み合わせて利用する関連施策とその変

革支援をメニュー化し提供している（例えばヘイグループ（www.haygroup.com/jp）、マ

ーサー等（www.mecer.co.jp））。本研究では、上記の定義に従い、GTM を採用・評価・育

成・報酬・異動等一連の人事制度の国境を越えた最適化と統一管理に向けた、施策の選択

的導入活動として扱う。本研究事例で問題となった具体的な個別の施策とその概要は、事

例研究の結果に基づいて第四章で詳述する。 

 

尚、GTM の多国籍企業組織への展開は、実現にあたっての困難が大きく、欧米企業に

おいても、内部から見れば必ずしも成功しているとみなされない例も多い（Mellahi, & 

Collings, 2010）。先行研究では、その理由として特にプリンシパル・エージェント問題の

影響が指摘されている（e.g. O’Donnell, 2000）。海外現地法人は短期的な自法人の利益を

優先し、優秀な人材の他国法人への異動を拒み、また情報を必ずしも積極的に開示しない

傾向がある。一方で本社は GTM 制度設計の前提となる、各国法人の人事制度および人材

実態の詳細情報を通常持っていない。このため、GTM の導入と実践にあたっては、推進

を目指す本社が主導的な役割を果たし、本社人事部の役割と各国人事の連携方法の大幅な

変更を含む、組織横断的で大規模な変革に臨む必要が生じる（Farndale, Scullion, & 

Sparrow, 2010）。 

 

以上の観点より、本稿では国際的に普及しつつある GTM について、組織フィールドと

しての日本企業への普及、特に先行研究でも指摘された全社的な改革としての性格に焦点

をあて、そのために主導者である本社における取り組みを題材とする。 
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３－１－2．日本的人事制度とグローバル人事制度の相克と制度的複雑性 

 

日本企業の組織と人事制度は、西欧および米国企業と異なる制度的環境の中で、独自の

社会的価値観に影響され独自の発展を遂げてきた（Bhappu, 2000）。例えば Nakane

（1970）は、日本的組織の従業員にとっての組織の社会的位置づけと組織間関係の特異性

を指摘している。Nakane（1970）は、その特性を江戸時代以来の「家」の概念に求め

た。「家」は単なる血縁関係ではなく、それ自体が社会的な名声や地位を持つ共同体の単

位として、経済的かつ倫理的に人々の帰属対象となる。そして本家を中心にその存続と繁

栄を分家が衛星として支える同族制度は、現代日本の企業グループに受け継がれていると

される。また他方で、より具体的な人事制度面の特異性に注目した議論として、米国の研

究者と経営コンサルタントによる一連の実務的研究がある（e.g. Abegglen, 1958, 1973; 

Abegglen & Stalk, 1985; Keeley, 2001）。特に Abegglen（1958）は、人口ボーナス期か

つ高度成長期にある戦後日本企業の特性として、若く質の高い労働力の継続的供給と経済

成長を前提に、それに最適化された人事制度を発展させてきた点を指摘している。そこで

は終身雇用・年功給・企業別労働組合（労使協調）が「三種の神器」として提供され、長

期的な企業への忠誠心とそのリターンが重視されたとする。さらに大学新卒社員を定期一

括採用し、各企業が独自の人材育成に投資し、年功を重視した能力等級制で長期的な人材

評価を行うことが、人材の競争力を担保したとされる（Drucker, 1971）。これら日本的人

事制度は制度化され、日本企業がそれに反することは社会的評価に悪影響を与え、またそ

れに従うことが国内の安定的雇用を提供する社会的責任ある企業としての評価をもたらし

た（Keeley, 2001）。さらに、日本企業の国際的な成功という時代背景に合わせ、それら独

自の人事制度が競争優位性の源泉としても議論されていた（e.g. Abegglen & Stalk, 

1985）。一方で、このような同質性が高く暗黙知を共有し忠誠心が高い人材層の構築には

文化的背景と長期的な投資が必要であり（Drucker, 1971）、日本国外で同様の基盤を短期

間で構築することは困難である。そのため海外現地法人においては、経営管理を担う中核

人材として日本人を派遣し、現地採用スタッフには一般事務などあくまで補助業務を担わ

せる二重構造が定着していった（石田、1985）。 

 

しかし近年は、企業の経営実務において、海外事業のさらなる拡大と、単なる輸出や現地

生産を超えた国際的知識連結が競争上必要となり、それに向けた経営手法の改革が重要性

を増している。そして改革すべき分野の中で特に注目が集まっている一つの課題が、グロー

バル競争に対応できる人材の確保である。例えば経済同友会は従来から海外市場での人材

強化を通じた競争力向上の必要を自己提言していた（経済同友会、2008）が、会員企業に対

するその後（2012 年）の調査でも、会員企業が「10 年後にも競争力を保つために日本企業

が取り組む必要がある課題」として、上位 5 つのうち 3 つが「グローバル化への対応」、「人

材の能力向上」、「優れた経営者・リーダー育成（獲得）」が挙げられている（経済産業省,2015）。
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さらに、日本政府も経済産業白書において GTM を国家的経済成長の持続に欠かせない要素

の一つとして明記する（経済産業省,2015: 279-281）等、GTM はますます制度化の要素を

強めている。さらに、欧米を中心とする先行事例がベストプラクティスとして定型化され、

コンサルティング会社がベストプラクティスをパッケージ化し企業に営業展開して普及を

図り、同分野に関する一般書籍も増加している 2)。主要なビジネス雑誌でも、リーマンショ

ック後から「グローバル人材」と「グローバル人事制度」に関する記事が多く登場し、一種

の流行を形成している 3)。欧米多国籍企業を模範として、GTM の採用を検討する日本企業

が徐々に増加していく傾向にある（Keeley, 2001）。このような産官を挙げての議論の盛り

上がりの中で、GTM は規格や法的強制力こそ持たないが、「グローバル化を先進的に進め

るうえで導入すべき『正しい』人事制度」として、強制的・規範的・模倣的にその導入を迫

る同型化圧力を持つ側面が生まれている。 

 

尚、近年、環境変化に対応し GTM 採用とは別の文脈で、大企業における伝統的な日本的

人事制度は若干変化してきた（須田、2015）。例えば、2012 年に労働研究・研修機構が実施

した調査によると、従業員 1,000 人以上の企業で過去五年に退職勧奨をした企業の割合は

30.3％、整理解雇を行った企業は 30.3％となっている（労働政策研究・研修機構、2013）。

同様に、成果主義人事と関係が深い人事評価改革の一環であるコンピテンシー・アプローチ

は 2012 年時点で 29.9％の普及度となっている（日本生産性本部、2012）。未だ大多数の大

企業が雇用保障と年功人事を重視している傾向は否定できないが、その絶対性が徐々に失

われつつある文脈にあることも事実である。 

 

一方世界規模で概観すると、GTM は具体的な施策の詳細設計レベルでは企業による多様

性を一定程度残しつつ、「グローバルに活動する多国籍企業」という組織フィールドにおい

て当然の施策として制度化されている。その制度ロジックは、世界中に埋もれた多様かつ最

適な才能の活用は企業にとって利得があり、かつ国籍・属性にとらわれない機会提供が、多

様性と公平性という社会的正義のために必要であるとするものである。しかし、日本企業と

いう組織フィールドで制度化された日本的人事制度は、従業員の長期的な忠誠心の維持と

向上が企業にもたらすメリットに注目し、また社会に対しては国内雇用の安定化と一生に

わたる従業員のコミュニティとアイデンティティの基盤提供で貢献する。結果として、新た

にもたらされた制度ロジックが既存のロジックと矛盾して併存する、制度的複雑性

（Greenwood et al., 2011）が生じている。表 1 に示す通り、両制度は具体的施策に落とし

込む際に、多くの点で矛盾した志向性を生む。そのため、日本の多国籍企業は「グローバル

に活動する多国籍企業」としてその組織フィールドで既に制度化された GTM を採用する志

向と、「日本企業」として日本で制度化され当然視されている慣行を維持する志向との間に

置かれている。 
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表３－1：日本的人事制度と GTM の制度としての比較 

特性 日本的人事制度 グローバルタレント 

マネジメント（GTM） 

企業にとっての正当性  従業員の長期的な忠誠心の維持と

向上 

世界中に埋もれた多様かつ最適

な才能の活用 

社会にとっての正当性 国内雇用の安定化 

一生にわたるコミュニティとアイ

デンティティの基盤提供 

国籍・属性にとらわれない公正

な機会の提供 

平等性 結果の平等 

（同期と遜色ない処遇） 

機会の平等 

人材選抜 長期にわたり、暗黙の裡に繰り返

される行きつ戻りつのプロセス 

比較的短期～中期に、明示的に

透明性高く行われる一方向のプ

ロセス 

人事制度の

個別施策の

主眼 

報酬 年功重視 成果重視 

職務定義 柔軟性を重視した、概要的かつ実

態とは異なる定義 

明確に定義された、職務範囲と

責任分担 

等級制度 能力制（実質的には年功制） 担当職務制 

国際異動 本国社員のみの、一時的転勤 グローバルでの中核人材の、国

籍に関係ない最適異動 

昇進 海外現地法人も本国社員重視 

現地採用社員の非中核化 

グローバル・ローカルでの中核

人材の最適登用 

出所：先行研究を参考に筆者作成 

 

ただし厳密には、日本の経済界および政府が目指す最終的な姿は、「グローバルに活動す

る多国籍企業」への完全な同化ではない。なぜなら、日本企業は欧米型グローバル企業を参

考とし、その組織フィールドで既に制度化された施策の採用を手段としつつ、それと対比し

て自らの文脈に適合するような翻訳と改善を施した、「日本的グローバル化」の道を志向し

（経済同友会、2008 年）また期待されている（経済産業省、2015 年）ためである。従って、

現在の日本企業の GTM の取り組みは、自らの属する環境認識を「日本企業」から「より世

界的な多国籍企業一般」へと単に変更し、多国籍企業で世界的に既に普及している制度を遅

れて採用するだけのものとは言えない。むしろ、この状況の特殊性は以下の二点にある。第

一に、新たな組織フィールドとしての「日本的グローバル企業」とでも称すべき存在が、従

来の「多国籍企業」に対する一定の独自性を期待される新たな組織フィールドとして、「日

本企業」の組織フィールドから生成される過程であること。第二に、その中で「日本的グロ

ーバル化」の具体策としての日本的 GTM が、当初は旧制度に反し自フィールドに無関係で

正当性を持たず懐疑的に捉えられた別フィールドの制度としての存在から、新たに試行さ

れ正当性を確立し普及していく過程である。これらの点で、本研究の題材は、1990 年以降

に制度理論研究でも検討される、病院組織における TQM 採用に関する諸研究（e.g. 

Westphal, Gulati & Shortell, 1997; Kennedy & Fiss, 2009）と類似した位置づけを持つ。

TQM は企業組織において生産性向上の施策として定着しそのフィールドで制度化された

が、それが異なる組織フィールドである病院組織に導入されている。その際、病院組織は企

業組織の組織フィールドに同化したのでなく、「生産性向上が可能な社会的組織」として自

フィールドの定義が拡張されて他フィールドの手法を導入し、病院組織流の生産性向上を
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企図したものである。 

 

以上の観点から、日本の多国籍企業による GTM 導入は、顕著な制度的複雑性を文脈と

し、かつ実務的に重要な組織反応を題材とするものと言える。そのため本研究では制度的

複雑性における組織反応の多様性を検討するために、同文脈を扱う。本研究では、第二章

で既述した制度変化を制度の経時的変化で捉える価値を考慮し、本制度に対する反応を一

定の組織において観察し、その採用（Adoption）、実行における実態と形式の乖離

（Decoupling）、それを経た再実行（Coupling または Recoupling）に至る変化を検討す

る。 

 

３－２．データ取得と分析の方法 

 

本節では、本研究で採用したデータ収集とデータ分析の方法を説明する。本研究では、事

例観察と分析を通じて理論的な可能性を探索した（Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 

Corbin, 1998）。具体的には、日本企業の本社がグローバル人事制度（GTM）の導入検討に

着手する意思決定プロセスを題材に、定性的にデータを分析し比較事例研究を行った

（Miles & Huberman, 1994）。 

 

３－２－１．データ収集 

 

本研究では、2014 年 11～12 月に初期インタビューを日本企業五社（後述する、本研究

の事例 A・B・C・D・F社）に対して行い、質問と調査の設計を行った。初期インタビューに

よると、各企業ともまず「グローバル人事制度」に含まれ得る施策を包括的に検討する意思

決定を行い、その後の検討を経てどの施策を実際に導入するかを各社各様に決めていた。そ

のため、本研究で先行研究における施策の採用（Adoption）と等価であると規定する「検討

着手」とは、この包括的検討への着手を意味する。検討される具体施策のリストは、同じ有

力人事コンサルティング会社のメニュー等が参照され、その後の事例研究対象企業全てを

含め、事例間でほぼ共通していた（表３－２）。 
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表３－２：本研究で題材としたグローバル人事制度の内容 

施 策 概 要 

グローバル人事ポリシー 本社と海外各拠点の人事制度に関する役割権限分

担と、本社管轄部分の原則／判断基準の定義 

運営会議体（グローバル人事会議、タレントマネジ

メント委員会） 

本社と海外各拠点の人事部門定期会議の設置と、

重要人材の育成管理に関する横断委員会の設置 

人材教育プログラム（スタッフ向け、初級管理職向

け、部長級（執行役員候補）向け、執行役員向け） 

本社と海外各拠点が連携して統一デザインの下に

設計した、各階層向け人材育成制度の設置 

職務等級（職務評価、ジョブディスクリプション、

中核ポスト設定、管理職等級統一化、昇格基準統一

化、人材データベース） 

本社と海外各拠点での職務等級の読替／統一、職

務内容の定義、本社管理を行うポストの定義、等

級／昇格基準の統一と重要人材データベース管理 

評価制度（コンピテンシー、評価項目統一化、評価

基準統一化、360 度評価導入） 

本社と海外共通での人材要件定義、評価項目／基

準統一、360 度評価の導入 

報酬制度（役員報酬、各国報酬調整） 本社と海外各拠点での役員を含む報酬調整 

配置異動（キャリアパス、国際異動規定） 海外拠点における昇進経路の明示、異動を容易に

するための本社も含めた国際異動規定の整備改訂 

サクセッションプランニング 中核ポストの後継人材把握と育成計画 PDCA 実施 

出所：事例研究対象企業インタビューを元に筆者作成 

 

記憶の古さによるバイアスを抑え、かつグローバル人事制度が西欧・米国を中心に普及し

た後の時期を対象とするため、2000 年以降の取り組みを題材とした。本研究の主眼は、ど

のように、なぜ事象が形成されるかの深い洞察にあるため、手法として事例研究を活用した

（Yin, 1989）。またパターンを説明する要因や変数を遊離して取り出すのに適した手法とし

て、複数事例の比較を用いた（Eisenhardt, 1989）。 

 

対象組織の抽出方法は、以下の通りである。まず母集団を、『海外展開を推進する（2014

年度の海外売上比率が一割以上で、中期計画に海外売上の拡大を公表する）、中堅規模（同、

売上高 3,000 億～1 兆円）の日系上場企業のうち B2B 企業』とした。中堅企業とした理由

は、規模の極端な大小が人事制度整備に影響するバイアスを避けるためである（Beck & 

Walgenbach, 2005）。売上の数値範囲は、初期インタビューから「グローバル共通人事制度

を導入すべきか、大企業として当然必要、もしくは小企業として当然不要、のどちらともい

えない、判断に悩む規模」を推定し設定した。B2B 事業とした理由は、二つある。第一に、

可能な限り B2B や B2C の混在をはじめとする業種特性の影響（本研究の主要研究関心で
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はない外形要因）を排除することが望ましく、そして第二に、データベースによれば海外展

開する日本企業では B2B 業種がより多く、かつ過去から海外売上比率が相対的に高いこと

から、より海外経験を蓄積し今回対象とする制度の影響を受ける蓋然性が高いためである。 

 

手順として、まず SPEEDA データベース（2015 年 1 月時点）を使用し、日本の株式上

場企業 3,617 社の内、2014 年度実績で数値条件を満たす企業 493 社を抽出した。そして

493 社について、各社ウェブサイト情報と同データベース上の産業分類情報に基づき、B2B

事業を海外売上の主要構成要素としている企業 436 社を抽出した。さらに母集団から、事

例企業の理論的サンプリングを行った（Eisenhardt,1989）。条件として、2015 年 3 月まで

に実際にグローバル人事制度導入の検討に着手した企業を対象に、グローバル人事制度導

入の検討着手時期が、「早い」組織（2007 年以前着手）と「遅い」組織（2011 年以降着手）

を比較できるよう、アクセス可能な企業からサンプルを取った。最終的に、対象企業は七社

が抽出された（表 2）4)。これらは、日本での設立から 60 年以上が経過した（E 社のみ 20

年弱）、資本の過半が日本人または日系機関投資家の保有である日本企業である。 

 

表３－３：データ収集対象企業の概要 

社名 業種 売上(2014 年度) 営業利益（同） 海外売上（同） 着手(年度) 

A 社 製造業 約 8,000 億円 約 400 億円 41% 2003 年 

B 社 製造業 約 4,000 億円 約 300 億円 69% 2006 年 

C 社 製造業 約 5,000 億円 約 500 億円 61% 2006 年 

D 社 製造業 約 1 兆円 約 700 億円 54% 2007 年 

E 社 サービス 約 6,000 億円 約 1,100 億円 16% 4) 2011 年 

F 社 製造業 約 7,000 億円 約 700 億円 58% 2014 年 

G 社 製造業 約 3,000 億円 約 200 億円 66% 2014 年 

出所：筆者作成 

 

本研究は、Adaption・Decoupling・Coupling の三段階についてそれぞれの詳細なメカニ

ズムを検討した三つの小研究から構成される。そのため、具体的な対象事例は小研究ごとに

異なる。その理由は、理論的サンプリングに適する条件（当該事象が観察されること）がそ

れぞれ若干異なるためである。具体的には、Adaption（施策採用）に関する小研究（第四章）

では、上記七社全てを対象とした。採用後の Decoupling（形式と実質に分離）に関する小

研究（第五章）では、インタビュー対象者が一名のみで主として採用経緯の情報のみが取得

された二社（事例 D・E）を除外し、採用後のデータが十分な五社を対象とした。Decoupling

後の実行加速(Coupling)に関する小研究（第六章）では、当該事象が観察されなかった二社
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（事例 F・G）をさらに除外し、Couplingに関するデータが十分な三社を対象とした（事例

A・B・C）。各章における取得したデータ内容とデータ取得経緯の詳細は下記の通りである。 

 

＜Adaption（施策採用、第四章）＞ 

 

2015 年 1～5 月にかけて七社を訪問し、16 人に対しのべ 22 回、合計約 33 時間のインタ

ビューを行い、IC レコーダーで録音した。これらインタビューの内、A社検討リーダー（後

述する AL2）のみインタビューを電話により実施したが、他は全て面談形式で実施した。デ

ータはインタビューを中心とし、社内外の文献分析で補足した（表３－４）。文献資料は、

各社 IR資料に加え、新聞雑誌として日経ビジネス誌及び日本経済新聞の当該期間中の記事

を参照し、また社内資料として A・C・F社より計 470頁分の資料提供と、E社より社内経営

メッセージ冊子三冊を収集した。インタビューでは実施時に質問表と関連資料を回答者に

共有したが、自由度の高い半構造化インタビューを行った。半構造化インタビューにおいて

は、表３－５の質問票を事前に回答者に共有した。但し、質問内容は回答に応じて柔軟に変

更した。 

 

表３－４：第四章におけるデータ取得方法の概要 

社名 面接対象 その他の情報源 

人数 回数 内訳 

A 社 4 6 担当執行役員、検討リーダー、前検討

リーダー（2 回）、検討スタッフ 2 回 

IR 情報、社内検討資料（経営会議資料

等）、新聞雑誌 

B 社 3 4 担当執行役員、検討リーダー、前検討

リーダー（2 回） 

IR 情報、新聞雑誌 

C 社 2 3 検討リーダー（2 回）、前検討リーダー IR 情報、社内検討資料（経営会議資料、

監査役向け説明資料等）、新聞雑誌 

D 社 1 1 前検討リーダー IR 情報、新聞雑誌 

E 社 1 1 前検討リーダー IR 情報、社内検討資料（経営メッセー

ジ等）、新聞雑誌、書籍 

F 社 3 5 専務、経営企画（2 回）、検討リーダー

（2 回） 

IR 情報、社内検討資料（中計資料等）、

新聞雑誌 

G 社 2 2 取締役、人事部長／人事課長 IR 情報、新聞雑誌 

出所：筆者作成 

表３－５：インタビュー質問表 
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大項目 小項目 

検討の発端  ・いつ頃、どのような情報源から、上記制度について認識されていったか 

 ・どのようなきっかけで、社内での推進検討が始まったのか 

 ・その際、どのような理由で必要性がうたわれたのか 

 ・どの部門が、どう発案／プッシュしたのか（トップダウンか、そうでないか） 

検討の経緯  ・どのような体制（チーム・進捗管理）で制度の検討がなされたのか 

 ・どのような論点につき、どのような手法で検討されたのか 

 ・検討を通じ、反対意見は出てきたか、どのようなものだったか 

 ・その際、どのように対処し合意を形成していったのか 

 ・最終的な制度案の内容と実行推進は、誰がどう意思決定したのか 

実行の経緯  ・制度を導入されてから、社内でどのような反応があったか 

 ・反発は出てきたか、どのようなものだったか 

 ・その際、どのように対応していったのか 

社外との関係性  ・上記過程全体で、社外が果たした役割や影響はどのようなものだったか 

（メディア、書籍、関係が深い有識者、コンサルタント（セミナーや支援）等） 

出所：筆者作成 

 

＜Decoupling（形式と実態の乖離、第五章）＞ 

 

事例の対象企業とデータ源は第四章と同一としたが、実行経緯に焦点をあて三角測量が

可能な十分な情報量を確保するため、第四章で対象とした七社の内五社のみを対象とした

（表３－６）。データ収集は第四章と同時に行われた同じデータ源（2015 年 1～5 月の七社

訪問）によるが、その内の五社 14 人に対するのべ 20 回、合計約 30 時間のインタビューを

使用した（表３－７）。そのためインタビュー質問は、第四章と同様（表３－５）である。 

 

表３－６：第五章におけるデータ収集対象企業の概要 

社名 業種 売上(2014 年度) 営業利益（同） 海外売上（同） 着手 

A 社 製造業 約 8,000 億円 約 400 億円 41% 2003 年 

B 社 製造業 約 4,000 億円 約 300 億円 69% 2006 年 

C 社 製造業 約 5,000 億円 約 500 億円 61% 2006 年 

F 社 製造業 約 7,000 億円 約 700 億円 58% 2014 年 

G 社 製造業 約 3,000 億円 約 200 億円 66% 2014 年 

出所：筆者作成 
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表３－７：第五章におけるデータ取得方法の概要 

社名 面接対象 その他の情報源 

人数 回数 内訳 

A 社 4 6 担当執行役員、検討リーダー、前検討

リーダー（2 回）、検討スタッフ 2 回 

IR 情報、社内検討資料（経営会議資料

等）、新聞雑誌 

B 社 3 4 担当執行役員、検討リーダー、前検討

リーダー（2 回） 

IR 情報、新聞雑誌 

C 社 2 3 検討リーダー（2 回）、前検討リーダー IR 情報、社内検討資料（経営会議資料、

監査役向け説明資料等）、新聞雑誌 

F 社 3 5 専務、経営企画（2 回）、検討リーダー

（2 回） 

IR 情報、社内検討資料（中計資料等）、

新聞雑誌 

G 社 2 2 取締役、人事部長／人事課長 IR 情報、新聞雑誌 

出所：筆者作成 

 

＜Coupling（実行加速、第六章）＞ 

 

 対象事例として、七社の内で Couplingが観察された三社のみを対象とした（表３－８）。

データは第四章・五章におけるこれら事例 A・B・C分と共通のインタビュー及び文献資料に

加え、2016 年 5～6 月に同じインタビュー対象者の中で追加実施した、Coupling 経緯の詳

細に関する非構造化インタビュー七件（A 社二件、B 社四件、C 社一件）を対象とした。こ

れら追加インタビューは各企業を訪問し面談形式にて ICレコーダーで録音して行われ、平

均時間は 30分であった。結果として、インタビューは合計で九名に対し 20件、約 22時間

実施された。 

 

表３－８：第六章におけるデータ収集対象企業の概要 

社名 業種 売上(2014 年度) 営業利益（同） 海外売上（同） 着手 

A 社 製造業 約 8,000 億円 約 400 億円 41% 2003 年 

B 社 製造業 約 4,000 億円 約 300 億円 69% 2006 年 

C 社 製造業 約 5,000 億円 約 500 億円 61% 2006 年 

出所：筆者作成 
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表３－９：第六章におけるデータ取得方法の概要 

社名 面接対象 その他の情報源 

人数 回数 内訳 

A 社 4 8 担当執行役員（2 回）、検討リーダー、

前検討リーダー（3 回）、検討スタッフ

2 回 

IR 情報、社内検討資料（経営会議資料

等）、新聞雑誌 

B 社 3 8 担当執行役員（2 回）、検討リーダー（2

回）、前検討リーダー（4 回） 

IR 情報、新聞雑誌 

C 社 2 4 検討リーダー（3 回）、前検討リーダー IR 情報、社内検討資料（経営会議資料、

監査役向け説明資料等）、新聞雑誌 

出所：筆者作成 

 

３－２－２．データ分析 

 

 各章において、データ分析は以下の共通手順で行った。まず、録音データを文字データに

変換し、文字データに内容を要約したラベルを付し、個別事例の時系列事象整理を行った。

そして、ラベルを話題の領域に応じて分類し、領域ごとに事例（またはフェーズ）間の比較

で差異を抽出し比較表を作成した。比較表から結果に影響した要素を抽出し、文字データで

その論理的つながりを確認した。 

 

各章ごとに、比較の視点を以下のように変更して分析を行った。第四章（施策採用）では、

採用までのフェーズのデータを対象に、早期採用と後期採用で分けた事例間の比較分析を

行った。第五章（形式と実態の乖離）では、採用後当初（及び事例によりその次まで）のフ

ェーズのデータを対象に、形式と実態の乖離有りと無しで分けた事例間の比較分析を行っ

た。第六章（実行加速）では、第五章と同範囲及びその後の実行加速フェーズを対象に、実

行加速の有りと無しで分けた事例及び同じ事例でのフェーズ間の比較分析を行った。 

 

＜Adaption（施策採用、第四章）＞ 

 

データ分析は、以下の手順で行った。第一に、録音データを文字データに変換した。文字

データは合計で日本語約 30 万字、A4 シングルスペースで約 260 枚の分量となった（この

他に一件の英語インタビュー（英語約 4,300 語、同 10 枚）が存在する）。第二に、文字デー

タの各所に内容を要約したラベルを付した。ラベルと文字データを参照し、事例ごとの時系

列での事象整理を行い、個別事例の把握を行った。第三に、事例間比較分析を容易にするた
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め、データからラベルだけを抽出した。第四に、ラベルを、その対象とする話題領域に応じ

九種類の論理カテゴリーの中で該当する一つに分類した。論理カテゴリーは、文字データで

反復して登場する話題領域の傾向から帰納的に抽出し、以下を設定した。 

（1）A. 組織内における、A1.「誰が」に関する、A11.推進体制（全体）の要素 

（2）A. 組織内における、A1.「誰が」に関する、A12.個別の主体の要素 

（3）A. 組織内における、A2.「何を（施策）」に関する要素 

（4）A. 組織内における、A3.「なぜ（理由）」に関する要素 

（5）A. 組織内における、A4.「どのように（進め方）」に関する要素 

（6）A. 組織内における、A5.「どのような前提の下で（組織特性）」に関する要素 

（7）B. 組織外における、B1.「特定の組織／人」に関する要素 

（8）B. 組織外における、B2.「不特定多数の組織／人」に関する要素 

（9）B. 組織外における、B3.「（組織や人でなく）その他」に関する要素 

 

同じ論理カテゴリーにおけるラベルごとのより詳細な差異は、九種類の論理カテゴリー

の下位の細分類として整理した。第五に、各論理カテゴリーに分けられたラベルを、「早期

（2007 年以前）に検討着手した企業」と「後期（2011 年以降）に検討着手した企業」に分

別した。第六に、早期着手事例と後期着手事例で各論理カテゴリーのどこでどのようなラベ

ルの差異が生まれているか、重複項目を統合しつつ照合表を作成し機械的に差異を抽出し

た。第七に、照合表から抽出した機械的な差異を元に、再度文字データに立ち戻り、論理的

なつながりが確認できる要素を抽出した。（照合結果の一部を表３－１０に抜粋した）。制度

理論では、制度が提示する正当性の認識形成が同型化圧力をもたらすと考えるため、分析で

は、グローバル人事制度検討への着手または着手拒否を何が正当化するのかに注目し、組織

内で作用した要素を抽出した。差異の多くはインタビュー回答者が自己認識として直接指

摘したものではなかったが、回答者が自ら「検討着手に寄与した／障害となった」と直接指

摘した要素は、データの他の部分と照合し、傍証があることを確認した（但しインタビュー

回答者が一名である D 社と E 社は文献データのみで照合を行った）。そして第八に、照合

表の各要素のうち、論理的な共通要素に統合することが可能なものをさらに統合し分析結

果の小項目とした。理解を容易にできるよう、記述整理のために、最後にこれら小項目の論

理的な位置づけを大項目として付した。 
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表３－１０：早期着手と後期着手のデータ比較表（一部抜粋） 

論理 

カテゴリー 

細分類 早期着手事例の観察要素 後期着手事例の観察要素 

B1.特定 

組織／人 

B11. 経営者ネットワーク

からの模倣的圧力 

経営トップ同士のネットワー

クの中での他社情報の影響 

 

B12. 海外他社からの模倣

的圧力 

海外競合からの感化と模倣プ

レッシャー 

 

B13. コンサルタントから

の模倣的圧力 

コンサルタントの積極活用  

B14. 海外 JV パートナー

からの模倣的圧力 

海外 JV パートナーからの情

報の影響 

 

B15. 大口顧客からの模倣

的圧力 

顧客からの海外オペレーショ

ンに対する要求 

 

B2.不特定組

織／人 

 

B21. 流行／ブームによる

規範的圧力 

外部メディアの影響  

B22. 採用対象者からの評

価 

（補助要因として）採用対象

者からの見られ方への配慮 

 

B23. 投資家からの評価 （補助要因として）投資家か

らの見られ方への配慮 

 

B3.その他 

 

B31. グローバル化自体が

持つ規範的圧力 

絶対的正義としてのグローバ

ル化の受容 

グローバル化自体に対す

る懐疑的な見方 

B32. 本社所在地コミュニ

ティに対する規範的圧力 

 本社所在地コミュニティ

に対するアイデンティテ

ィの強さ 

出所：筆者作成 

 

＜Decoupling（形式と実態の乖離、第五章）＞ 

 

第五章は、第四章と同様の手順に従ってデータ分析を行った。但し、分析では、GTM 施

策採用の経緯ではなく、採用後の経緯を対象とした。先行研究では、制度の採用は外部のモ

ニタリングが容易であるため外部イベントの影響が大きく、一方採用後の実行は外部モニ

タリングが困難で介入が少ないため、個別組織内のイベントにより影響されやすいとされ

る（Chandler, 2014）。そのため、第五章では組織内の実行過程を重視し、まず各事例の時

系列の実行過程経過を詳細に整理した。そしてどのような要素が施策の実行を促進または

阻害するか、ラベルより観察された要素を抽出し比較表を作成した。第二章と同様に、回答
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者が自ら指摘した要素は、他データと照合し、傍証があることを確認した。 

 

＜Coupling（実行加速、第六章）＞ 

 

第六章では、事例間の比較だけではなく、各事例の中での実行フェーズの差異にも同時に

注目して比較分析した。第六章のデータ分析結果で詳述するように、各事例では例外なく、

数年ごとに GTM の推進リーダーが交代し、それに応じて異なる実行フェーズが形成され実

行過程が変化していた。そのため、Decoupling の状態が観察されていたフェーズと、その

後 Coupling の発生が観察されたフェーズとを比較し、研究関心に関連してフェーズ間の差

異に寄与が観察される要因を抽出した。 

 

具体的には、データ分析は、以下の手順で行った。第一に、録音データを文字データに変

換した。第二に、文字データにラベルを付し、事例ごとの時系列での経過を整理した。第三

に、比較分析を容易にするため、データからラベルだけを抽出した。第四に、ラベルを話題

領域に応じ論理カテゴリーに分類した。データには Coupling に関して組織外の要因が登場

せず、帰納的に設定した論理カテゴリーは、第四章・五章の九つから組織外に関する三つを

除外した下記六つとなった。 

（1）A. 組織内における、A1.「誰が」に関する、A11.推進体制（全体）の要素 

（2）A. 組織内における、A1.「誰が」に関する、A12.個別の主体の要素 

（3）A. 組織内における、A2.「何を（施策）」に関する要素 

（4）A. 組織内における、A3.「なぜ（理由）」に関する要素 

（5）A. 組織内における、A4.「どのように（進め方）」に関する要素 

（6）A. 組織内における、A5.「どのような前提の下で（組織特性）」に関する要素 

 

以降、各論理カテゴリーに分けられたラベルを「実行が迅速なフェーズに関連するもの」

と「実行が停滞したフェーズに関連するもの」に分別し、それ以外は第四章・五章と同様の

過程で分析を実施した（照合結果の一部を表３－１１に抜粋した）。 
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表３－１１：迅速な実行と実行停滞のデータ比較表（一部抜粋）  

論理 

カテゴリー 

細分類 実行が迅速なフェーズ 

の観察要素 

実行が停滞したフェーズの

観察要素 

A11. 推進体

制（全体） 

A11-1. 社長の関与度合い 経営トップの明確な推進方

針と積極参加 

 

A11-2. 投資方針 投資案件としての注力 投資案件としての優先度低

下 

A11-3. 推進リーダーへの

社としての支援 

経営幹部直轄の専任組織設

立 

経営幹部直轄の予算確保 

リーダーへのポジション提

供 

検討チームへの人的リソー

ス投入 

本来の担当部門である人事

部との非連携 

A11-4. 担当部署 国内・一般社員検討との切

り出し 

 

A11-5. 人と体制づくりの

関係 

人事のアウトサイダーが主

導しつつ、インサイダーと

の協力体制 

過去に類似経験を持つ人材

のリーダーへの登用 

 

 A11-6. 部門横断プロジェ

クトチームの組成 

全社重要プロジェクト化 

部門横断検討チームの組成 

ミドル実務層との討議中心

の検討 

位置づけの不明確なプロジ

ェクト 

担当組織に閉じたチーム組

成 

日本人役員との討議中心の

検討 

A11-8. 人事部のキャパシ

ティ 

 人事部の人材の質／量両面

でのキャパシティ制約 

A11-9. 変革に適した人材

の欠如 

任務に必要な類似経験ある

人材の登用 

 

出所：筆者作成 
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第四章 制度的圧力の下での施策採用における、外的正当性に対する感度 

 

４－１．研究の背景と目的 

 

組織論における制度理論では、組織が組織外からの規範的影響を受けて、実務上の問題

解決および効率性向上という意味での実務的利益とは関係なく同型化していくメカニズム

を論ずる（DiMaggio & Powell, 1983）。組織は、ある組織形態や施策が制度化しそれに対

して正当性を是認する組織フィールドが形成するに従い、自らの正当性の確保とそれによ

る生存確率の向上を目指して、その組織形態や施策を採用し普及が起こる（Meyer & 

Rowan, 1977; Tolbert & Zucker, 1983）。しかし現実には、同じ組織フィールドに存在す

る組織であっても、全ての組織が同時にある組織形態や施策を採用するわけではない。こ

のような組織反応の個体差は、制度の影響を受けた施策の採用に関する組織行動を説明す

る上で影響の大きい分岐であるため、制度理論において主要論点の一つとなっている

（Greenwood et al., 2008; Scott, 2014）。先行研究では、主に組織外との関係性や組織が

持つ外形要因に注目が集まり、組織内のプロセス要因に関する検討が不足している

（Greenwood et al.,2008）。そのため、本章では、制度的圧力への組織対応（制度が支持

する組織形態及び施策の採用）の決定に当たり、組織内部の意思決定をはじめとする組織

内のプロセス要因が、どのように影響を及ぼし組織反応の個体差を生むのかを検討する。

本章では、近年関心が高まり普及が進む、グローバル人事制度の日本企業への導入検討を

題材とした比較事例研究により、このリサーチクエスチョンに対する探索的な実証研究を

行う。 

 

本章の構成は、以下の通りである。まず第二節では、先行研究をレビューし本稿の問題

関心の理論的な位置づけを整理する。第三節では、データ分析の結果を提示する。そして

第四節で、本研究のデータが持つ理論的な示唆と限界を整理する。 

 

４－２．施策採用の説明変数に関する先行研究 

 

ここでは、まず本研究の関心領域について先行研究を整理し、本研究がアドレスする研究

ギャップを位置づける。 

 

ある組織形態や施策が正当性を持つ制度と化し組織フィールドを形成する過程で、先行

研究では組織反応の個体差として採用時期が多くの研究者の関心を集めてきた（Kennedy 

& Fiss, 2009; Tolbert & Zucker, 1983）。制度的圧力を受け早期に施策を採用する組織と、

そうでない組織との差異を説明する要因は何か。先行研究では主に三つの観点が重視され

てきた。第一の観点は、組織単体でなく、組織外部との関係性に関する要因である。その論
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理は、外部との関係性が強い組織であるほど、既に採用した組織からの情報流入による模倣

的圧力が強まり、また外部からの評価にさらされ正当性を提示すべき規範的圧力が強まる

ため、早期に採用する傾向が強まるとするものである。具体的には、フィールドの構造、フ

ィールドにおける組織の立ち位置（中心か周縁か）、社会的地位、他の組織との取引提携関

係、制度関係への依存性、学習を含む人的なネットワーク関係等が考慮されてきた

（Greenwood et al.,2008）。中でも特に、複数組織を兼任する取締役の存在、経営幹部の大

学同窓会を通じた個人的関係等、組織の経営層のネットワークは同型化の媒介として注目

されそれに肯定的な実証研究が蓄積した（Davis& Greve, 1997）。例えば Davis（1991）は、

米国フォーチュン 500 企業でのポイズンピルの普及を題材に、個別企業にとっての合理的

理由よりも採用企業との経営層のネットワークの有無の方が採用に対する影響が大きいと

主張した（他に例として、米国の企業買収に関する社外役員の影響を題材としたHaunschild

（1993）、米国の 230 私立大学におけるカリキュラム改革を題材とした Kraatz（1998）、

1960 年代米国における事業部制組織の普及を題材とした Palmer, Jennings & Zhou（1993）

等）。そして第二の観点は、組織自体が持つ外形的要因である。特に、規模（e.g. Beck & 

Walgenbach, 2005; Goodstein, 1994）、技術（Beck & Walgenbach, 2005）、性別を含む人

員構成（Kossek, Dass & Demarr, 1994）、組合化、営利性（非営利団体か否か）、パフォー

マンス、CEO の属人的特性・交代等が議論されてきた（Scott, 2014）。 

 

最後に第三の観点が、組織の内部要因、特に組織自体および構成員の行動や認識の特性に

関する要因である。組織外部から示される変革の必要性に対して、組織はどのような内部の

対応メカニズムを持つのか。この観点では、伝統的には組織のモチベーションを説明変数と

する研究が一つの系譜を成している。具体的には、組織が制度に同化するモチベーションを

説明変数に、制度の採用時期を従属変数とし、実務的利益を追う企業が早期に着手し、制度

への配慮を追う企業が後期に着手するという、2-stage model が提唱され、実証研究が行わ

れてきた（Tolbert & Zucker, 1983）。Tolbert & Zucker（1983）のモデルでは、当初は正当

性を持たない組織形態や施策が、少数の組織で実務的利益に資するという判断で採用され、

普及が進む。後にある段階からその形態や施策の導入は同種の組織にとって正当かつ必要

であり、逆に採用しない組織は正当性を欠く存在であると社会的認識が広まる制度化が起

こり、同時に「同種の組織」の範囲を画する組織フィールドが構成される。この後期段階に

至り、評判の低下とそれに伴う不利益を避け生存確率を高めるために、多くの組織が実務的

利益でなく制度的利益を目指して施策を採用するとされる。このモデル以降、制度の採用時

期を制度的圧力への組織対応の被説明変数とし、その説明変数（組織のモチベーション及び

その他の変数）を検証する研究系譜が発展した（Kennedy & Fiss,2009）。さらにこの第三

の観点では、制度理論の枠を超え、他の理論領域にまたがる議論がなされてきた。特に、組

織認識論（そもそも外部環境に内在する変革の必要性をどう認識するか、例えば Tripsas & 

Gavvetti, 2000）や、組織アイデンティティ論（認識した変化の必要性をなぜ受容または拒
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絶するか、例えば Elsbach & Kramer,1996; Fox-Wolfgramm, Boal & Hunt, 1998）が、主

要なものとして挙げられる。 

 

これらの観点を軸に、制度的圧力に対する組織反応の個体差要因に関する研究は続いて

いる。しかし、先行研究には二つの重要な課題がある。第一の課題は、制度的圧力が組織反

応に影響する組織内の具体的なメカニズム、特に組織内で採用の意思決定に至るプロセス

に対する解明が不十分である点である。そもそも多くの実証研究が、組織外の決定要因、ま

たは組織の外形的要因に集中しており、第三の観点（組織の内部要因）に関する研究は限ら

れている（Greenwood et al., 2008）。さらに、第三の観点においても、初期に提唱された組

織モチベーションを説明変数とするモデルの定量的検証に関心が集中するあまり、因果関

係の詳細な探索研究が限られている（Stinchcombe, 1997）。もともと制度理論では、旧制度

学派時代にはミクロな個別事例分析と理論化が先行し、また黎明期の新制度学派ではその

反動で、マクロな国レベルでの制度的差異が主に研究対象となった（Farashahi, Hafsi & 

Molz, 2005）。これら偏りに対する反省もあり、1990 年代以降、組織フィールドの多数組織

を対象に、制度採用を被説明変数とした、定量研究が増加する流れが生まれた。例えば組織

モチベーション以外の要因についても、自組織のリソース優位性（ Clemens & 

Douglas,2006）、地理的分散（Combs, Michael & Castrogiovanni,2009）、職業意識（Jonsson 

& Regner,2009）等、組織の内部要因を説明変数とした多数の検証が継続している。しかし、

これら定量研究はいずれも、「なぜどのように、組織が制度に一定の志向で（早期または後

期に）反応するか」という組織行動メカニズムの具体的論理を解明するものではなく、あく

まで組織が内包する特定要素が組織反応とどの程度相関するかを検証するにとどまる（cf. 

Stinchcombe, 1997）。組織モチベーションを説明変数とした定量研究も同様に、統計的有

意性の観点で初期に提示されたモデルの妥当性の検証には貢献してきたが、なぜどのよう

にそうした組織モチベーションが形成されるのか、またどのようにそれが制度に対する組

織行動に結び付くか、因果関係の詳細な論理は検証対象としていない。しかし本来、2-stage 

model のような明快だが簡潔な原理の主張に対しては、制度的圧力がどのように認識され、

どのように意思決定プロセスに影響を与えるか、組織反応を定める組織内のメカニズムを

精緻に検証しその説明を拡張し補完する必要がある（Kennedy & Fiss, 2009; Lepoutre & 

Valente, 2012）。 

 

そして第二の課題は、先行研究で重視されてきた、組織モチベーションによる組織反応の

説明が抱える限界である。既述したように Tolbert & Zucker（1983）は組織のモチベーシ

ョンと施策の採用時期の相関性を主張し、多くの先行研究がこのモデルの検証を試行して

きた。しかし、その結果は肯定と否定が混在する不明確なものとなっている。モデルを支持

する実証研究として、例えば Baron, Dobbin & Jennings（1986）は、1926 年から 1950 年

にかけての米国企業での官僚組織的人事制度の普及を題材に 2-stage model を肯定する検
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証を行った。そこでは、実務的必要性が推定される業種（例として離職率の高かった新興業

種である自動車やゴム）の大企業が早期に、第二次大戦における政府の制度化を経て、より

古参の業種及び中小企業が後期に制度を採用したとされた。Westphal, Gulati & Shortell

（1997）は、米国の病院における TQM の普及を題材に、早期採用病院に施策の強いカスタ

マイズが観察され実務的理由が推察されるのに対し、後期採用病院はひな形をそのまま採

用し制度的理由から採用した傾向が観察されるとした。Burns & Wholey（1993）は同じく

米国の病院について、マトリクス組織の普及を題材に、採用に与える実務的要因（診療科数

とリソース）の影響が時と共に減衰するのに対し、制度的要因（評判と周辺の有力病院）の

影響が時と共に増大する検証結果を主張した。また Leblebici et al.（1991）による米国ラ

ジオ業界を題材とした検証でも、モデルに直接言及していないが、実務的利益を目指してフ

ィールドの周縁部にいる弱小企業が早期採用した形態が、有力企業により模倣的に後期採

用されていったと主張される。このように、幅広い時代と文脈でモデルと整合したとする観

察が一定数報告されている。一方で、これを否定する実証研究も数多く報告されている（e.g. 

Ingram & Simons, 1995; Kraatz & Zajac, 1996; Lounsbury, 2007; Palmer, Jennings & 

Zhou, 1993; Sherer & Lee, 2002）。例えば Kraatz & Zajac（1996）は、1971 年から 1986

年にかけての米国私立カレッジ 631 校でのプロフェッショナル・キャリア志向カリキュラ

ムの普及を題材に、早期採用でも後期採用でも、制度的理由でなく実務的理由が存在しそれ

が採用を説明可能であると主張した。Sherer & Lee（2002）も同様に、米国の大手法律事

務所における人材確保策の普及を題材に、採用時期に関係なく、実務的利益が採用のモチベ

ーションとして存在したと主張している。 

 

なぜモデルの検証結果にこのような矛盾が現れるのか。一つの要因が、これらの研究で採

用の説明変数として用いられたモチベーションに関する、構成概念妥当性の欠陥である

（Kennedy & Fiss, 2009）。そもそも Tolbert & Zucker（1983）がモデル提唱の元とした定

量研究において、組織モチベーションは組織の古さ・規模・地位から類推されており、モチ

ベーションを直接何らかの手法で測定したものではない。同様に、モデルを肯定した既述の

諸検証も、人事制度採用にあたっての離職率（Baron, Dobbin & Jennings, 1986）、マトリ

クス組織採用にあたっての業務多様性およびネットワーク要因（Burns & Wholey, 1993）、

施策のカスタマイズの度合い（Westphal, Gulati & Shortell, 1997）等、雑多な変数を用い

てモチベーションを間接的に推定している。これに対してモデルに否定的結果を提示した

先行研究では、例えば実務的利益への関心を施策が対処する問題に関係した外形指標で推

定する一方、制度的モチベーションを組織の名声（Kraatz & Zajac, 1996; Sherer & Lee, 

2002）で推定している。このためこれらの先行研究では、モチベーションの推定方法の差

異が因子として混入している。この問題に対しては、モチベーションに関するより直接的な

観察と変数化を行うことが必要である（Kennedy & Fiss, 2009）。そしてもう一つの要因が、

実務的関心と制度的関心が本来的に不可分であり融合した性質を持つことである
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（Lounsbury, 2007）。例えば Palmer, Jennings & Zhou（1993）は、1960 年代の米国企業

での事業部組織制普及を題材に、新組織形態から実務的利益を得易い性質を持つ組織も後

期採用していた検証結果から 2-stage model を否定し、組織変化に関する経済的理由と制度

的理由は相互補完的であると主張した（p.125）。Lounsbury（2007）は、米国ミューチャル

ファンド組織での二地域での施策普及の実証研究を題材に、その示唆を発展させた。

Lounsbury が発見したのは、所在するコミュニティに応じて重視する実務的視点の差異、

つまり何が実務的利益であるかの組織認識自体が制度的影響を受けるため、両者は不可分

であるという点である。そして同時に、組織は制度の影響にさらされながら、その制度が反

映した実務的利益への関心も同時に持ち続ける。Lounsbury（2007）はそれ故に、モチベー

ションの二項対立では組織反応を十分に説明できず、二種のモチベーションを超越した説

明要因（同研究の場合、制度ロジックス）を援用することが有効と主張した（p.302）。

Lounsbury の主張は、単純に二種類の相互排他的なモチベーションを説明要因とするモデ

ルの限界を提示した点に価値がある。この課題に対応するためには、二種のモチベーション

の混在的性質を前提とした上で、さらに上位の説明変数（例えば、なぜそのような二種のモ

チベーションのバランスとなるか）を提示する必要がある。さらに、組織としてのモチベー

ションが抱える問題のもう一つの要因として、その多面性がある。組織の内部には多様な構

成員が存在し、実務的利益及び制度的環境に対する理解は雑多であるため、制度的圧力の下

では構成員間にコンフリクトが発生する（Crilly, Zollo & Hansen, 2012）。そのため例えば

組織内の階層や所属部門に応じて、同じ制度的圧力に対し異なる種類のモチベーションが

発生し得る。そのどれを持って組織としてのモチベーションと称することが出来るかは、一

義的には決まらない。そのため、組織内で相反するモチベーションが存在し得ることを前提

に、どのような組織構成員セグメントのモチベーションであるかを具体的に弁別した上で、

検討を行う必要がある。 

 

以上のように先行研究では、類似した制度的圧力に対して組織間でなぜ反応の差が生ま

れるのか、詳細な組織内要因、特に意思決定プロセスの観点での検討が不足している。そし

て、組織内要因で重視されてきたモチベーションに関して、先行研究が限界を示してきた三

つの課題が存在する。それは、直接的な観察と具体的な変数化、モチベーションの二重混合

性を考慮しその上位の変数も視野に入れた検討、組織内構成員セグメントによる差異の考

慮である。本章は、これらの研究ギャップに留意した上で、制度的圧力に対する組織反応（採

用）の個体差を説明する具体的なプロセス要因を幅広く探索し解き明かすものである。 

 

４－３．データ分析結果 

 

４－３－１．観察された要因群 
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第三章に述べた既定の手順で分析を行った結果、データから帰納的に 17 の要素が観察さ

れた。17 要素について理解を容易にできるよう、記述整理のためこれらの論理的な位置づ

けとして最後に 4 つの大項目を付した（表 4－1）。以下、17 要素に関する観察内容を順番

に記述する。 

 

A. 実務的利益 

第一に、合理的に事業への経済的なリターンがあると見込む認識が、結論を正当化する要

素として観察された。以降、当該要素が観察された事例の記号を記載し、観察されていない

事例は記号を記載しない。 

 

（1）事業にとっての必要性の認識 

自社の海外事業の成功にグローバル人事制度が必要かつ有益、というロジックが、人事部

門に加え事業部門に明確に認識されることが、着手を促進した（E 社、F 社、G 社）。この

認識には、現在に加え将来必要となる可能性も含む。事業部門自身が必要と判断すると、彼

らは人事部門に積極的に制度導入を要請し協力する。またそのニーズを認知した人事部門

も、自部門の責務として緊急に取り組む必要性が高いと認識した。但し、早期着手の事例で

は例外なく、着手時点では事業への必要性が認識されておらず、別の要因（特に C.外部規

範との合致）が検討開始に強い影響を持った。逆に、後期着手の事例では、全サンプルで、

当初は認識されていなかった事業にとっての必要性の認識が、その後事業部門にまで浸透

したことが検討着手の最大の要因となった。 

 

（2）買収先海外グループ企業に関する必要性の認識 

（1）の一形態として、買収による海外企業のグループ参画により、海外企業との経営統

合の実務で問題が発生し、その解決策としてグローバル人事制度が正当性を高めた例が複

数観察された。具体的には、制度が未熟な海外子会社が日本本社に先進的制度の導入を要望

し対応を迫られる場合（D 社、E 社）と、海外買収先が先進的な制度を持ち、それに比肩す

る制度の必要性を日本本社が認識する場合（A 社）とがあった。 

 

B. 内部規範 

第二に、「組織内部の何に基づく意思決定が正当か」に関する規範に合うことが、結論を

正当化する要素として観察された。 



 

 

表 4－1：各事例における、グローバル人事制度検討の正当性の観点からの促進／阻害要因 

関連要因 各事例における観察結果 

大項目 小項目   早期着手セグメント 後期着手セグメント 

影響度 影響 A 社 B C D E F G 

A.実務的利益 (1)事業にとっての必要性の認識 大 促進 × × × × ○ ○ ○ 

(2)買収先海外グループ企業に関する必要性の認識 小(少数) 促進 ○ × × ○ ○ × × 

B.内部規範 (3)経営トップの推進意思 大 促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(4)経営トップの絶対的権威（創業家出身） 大 （阻害） × × × × ○ ○ ○ 

(5)担当役員の推進意思 大 促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

(6)担当部門（人事部）の社内における権威 小(軽微) 促進 △ × × △ × × × 

(7)目指す姿と制度内容の乖離 小(少数) （阻害） × × × × × ○ × 

(8)全社統一的な手法への嫌忌 小(少数) （阻害） × × × × × ○ × 

(9)ローカル帰属意識の強さ 小(軽微) （阻害） × × × × × × △ 

C.外部規範 (10)外部からの評価 大 促進 ○ ○ × ○ × × × 

(11)他社事例が持つ正当性 大 促進 ○ ○ ○ × × × × 

(12)普遍的な正当性と原理原則 大 促進 ○ × ○ ○ ○ × × 

(13)外部ネットワークとの紐帯の強さ 大 促進 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

(14)有力な取引先との関係性 小(少数) （阻害） × × × × × × ○ 

(15)事業特性による外部規範の影響の強さ 小(軽微) 促進/阻害 △ △ × × × △ × 

D.構造要因（正当性と直

接関係ない影響要因） 

(16)適任者へのポスト付与の必要性 小(軽微) 促進 △ △ △ × × × × 

(17)グループ会社・各部門への分権委任体制 小(少数) （阻害） × × × × × ○ × 

「○」：比較表を作成した結果、当該事例で小項目の要素が観察され、文字データ・文献データで着手時期との論理的な強いつながりが観察されるもの 

「△」：比較表を作成した結果、当該事例で小項目の要素が観察されたが、文字データ・文献データで着手時期との論理的なつながりが微弱であるもの 

「×」：比較表を作成した結果、当該事例では小項目の要素が観察されなかったもの
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（3）経営トップの推進意思  

経営トップ（今回サンプルではいずれも「社長」）が推進意思を社内に明示的に発信する

ことが、全サンプルで従うべき指示として正当性を持ち、検討着手の前提条件となった。早

期着手の全ての例で、経営トップによる着手指示が端緒となり具体化の検討が始まった。一

方、後期着手の事例では、最終的にはトップの推進意思が示され検討着手に到ったものの、

長期にわたり経営トップが直接言及しない（E 社、G 社）、または大枠の方向性のみを示し、

時間軸や内容が曖昧なままの状態が続いた（F 社）。より具体的には、経営トップの推進意

思のあり方は、三つの形を取った。第一に、社の海外事業中期目標の達成手段として、「事

業にとっての必要性（要素（1））」に関連付けられた（A 社）。経営トップが公式発信するこ

とで、（1）の正当性がより高いと認識された。第二に、C 社以外の全事例で、別の経営目的

の暗黙の達成手段としての正当化が観察された。具体的には、旧式化し時代に合わない既存

国内人事制度の課題解決、または海外で人材や経営実態が把握できないガバナンス不全の

状態を解決することが、理由となる例が観察された。そして第三に、事業部門と比較した人

事部門の国際化の相対的な遅れの解消を理由とする例があった（A 社、B 社、C 社、D 社、

G 社）。ここでは、実務の課題とは無関係に、部門間で差があること自体が解決すべき問題

とされた。 

 

（4）経営トップの絶対的権威（創業家出身） 

経営トップが創業者一族である全ての事例で、創業者一族であることそのものが高い正

当性を持つと認識される現象が観察された（E 社、F 社、G 社）。後期着手の事例は全て経

営トップが創業者一族出身であり、逆に早期着手では全て経営トップが非創業者一族出身

だった。経営トップが創業家である場合、その推進意思の有無と強さが着手に大きな影響を

持った。 

 

（5）担当役員の推進意思 

人事機能の担当役員が明確な推進意思を示すことも、正当性を高め着手を促進した。全

サンプルで、経営トップと担当役員の推進意思が揃うことが検討着手の前提となった。ほ

ぼ全ての例で担当役員は経営トップの指示に従属し推進意思を示したが、後期着手の一例

のみ（F 社）、社歴が社長より長い担当役員が必要性に疑問を呈し推進に反対し続けたこと

が、着手を阻害した例が見られた。 

 

この他に、少数の事例において、もしくは複数の事例だが検討着手時期との論理的なつな

がりは必ずしも強くない、以下の要因も観察された。 

 

（6）担当部門（人事部）の社内における権威 
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人事部門に対する社内評価が高く、その提言や見識が社員に評価される傾向が強い組織

では、その検討推進が正当性を持ちやすいという認識が観察された（A 社、D 社）。逆に、

人事部門への事業部門からの関心が低い組織では、グローバル人事制度に関する検討自体

にも関心が低いという認識が聞かれた（C 社、但し検討着手への具体的な影響は観察されな

い）。 

 

（7）目指す姿と制度内容の乖離 

グローバル人事制度は、その内容上、海外人材の幹部登用を促進する。しかし最終的に目

指す姿として、日本人のみによる経営幹部層の維持を強く念頭に置く組織では、制度検討が

目指す姿とのかい離を招く。このような組織では、グローバル人事制度の検討推進に対する

抵抗感と時期の遅延が観察された（F 社）。 

 

（8）全社統一的な手法への嫌忌 

経営手法を中央集権的にグループ全社で統一することを嫌忌する一事例（F 社）があり、

そこでは制度内容の是非とは関係なく、本社主導の手法を嫌うがゆえに検討着手が遅延す

る状況が観察された。当該組織では、上層部が口を出さずグループ会社や小組織ごとに可能

な限り委任することが、人材育成につながる生命線であると認識された。また三現主義の観

点から、現場に遠い本社の一律施策が妥当性を担保することは難しい、という理由付けも強

く根付いていた。 

 

（9）ローカル帰属意識の強さ 

後期着手の一事例に、本社所在地の都道府県を代表する企業としての自意識が強い組織

が含まれた（G 社）。同組織はグローバル企業よりも「県の代表」としての自己認識が強く、

「県」とあまりに位相が異なるグローバル人事制度の必要性に対して、心理的な距離感が従

来から大きかったとする認識が観察された。 

 

C. 外部規範 

第三に、組織外の要因をどこまで、どのように考慮するべきか、意思決定における組織外

要因への配慮に関する規範が影響を与えた。 

 

（10）外部からの評価 

社外からの肯定的評価につながると期待されることが、正当性を高め検討着手を促進す

る現象が観察された。早期着手事例の大多数（A 社、B 社、D 社）で、先進的制度を持つこ

と、またグローバル化に対応し多様な人材の活用を他社に先んじて行うことが、メディア

（新聞雑誌記事、企業ランキング）、格付機関（銘柄指定）、投資家等からの高評価につなが

り、そのこと自体が目指すべき状態として正当性を持つとされ、検討着手を促進した。ここ
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では、直接的な経済的リターンよりも、外部評価（とそれを自社が目指すべきとする価値観）

自体が持つ望ましさが重視された。これらいずれの例でも、外部からの評価獲得が目的とな

り、それが（2）経営トップの推進意思を促進する帰結が観察された。一方で、後期着手の

事例ではこの要因は観察されなかった。 

 

（11）他社事例が持つ正当性 

先進他社（グローバル展開している同業の欧米トップ企業）が行っている取組であれば、

そのことが自社も導入すべき根拠として正当性を持つ事例も観察された。同業欧米トップ

企業のベンチマークは全サンプルで取り組まれていたが、早期着手事例の多く（A 社、B 社、

C 社）では、他社事例の理解が自社もそれに追随し導入検討すべきとする根拠となった。一

方で、後期着手事例では、他社事例は主として検討着手後の施策具体設計に活用され、検討

着手すべきかを判断する材料としては活用されなかった。 

 

（12）普遍的な正当性と原理原則 

経済と企業組織のグローバル化を普遍的なトレンドと捉え、これに対する適応は絶対的

正義であるとする価値観が、早期着手事例を中心に観察された（A 社、C 社、D 社、E 社）。

このような価値観の下では、グローバル人事制度は不可避な流れに対応する処方として位

置づけられ、当然検討すべき正当なものと見なされた。後期着手事例の多く（F 社、G 社）

では、この要因は観察されなかった。 

 

（13）外部ネットワークとの紐帯の強さ 

要因（10）（11）（12）を促進する要因として、外部との人的ネットワークとそこからの情

報収集が盛んにあることが、検討着手を促進する現象がいずれの例でも観察された。観察さ

れた外部ネットワークには大きく 3 つの種類がある。第一に、経営者が社外の経営者と交

流し、積極的に意見交換を行い参考となるアイデアを得て社内にぶつける傾向が見られた

（A 社、B 社、E 社、G 社）。第二に、コンサルタント（特に人事コンサルティング会社）

が媒介となり、人事部門の課長級程度の担当者に海外企業のベストプラクティス情報を継

続的に提供することで、それを積極的に受ける企業であればあるほど検討着手が促進され

やすい傾向が観察された（A 社、B 社、C 社、D 社）。第三に、国内同業他社との人事部門

担当者間の定期情報交換も広く観察されたが、これは正当性や意思決定には大きな影響を

与えなかった（A 社、B 社、C 社、D 社、E 社、F 社）。 

 

この他に、少数の事例で、または複数の事例だが結果との論理的なつながりがやや弱い、

以下の要因も観察された。 

 

（14）有力な取引先との関係性 
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少数事例だが、売上依存度が高い有力取引先を持つ場合、検討着手が嫌忌される傾向が見

られた（G 社）。これは、従来から先行海外展開していた有力取引先の指導を受けて海外の

人事制度を導入しており、自ら独自に新しい施策を取り入れることを長年にわたり意図し

てこなかったためである。 

 

（15）事業特性に応じた外部規範の影響の強さ 

一方で、インパクトは小さいが、事業特性の影響があるとの見解も聞かれた（A 社、B 社、

F 社）。具体的には、公共団体を顧客とした入札事業を持つ場合、入札要件に適応する必要

性から外部規範を強く意識する傾向があり、また設備投資のリードタイムが長い業種では、

短期的な自社意向よりも長期的な市場動向を意識せざるを得ず、その分外部規範に配慮が

向きやすい、との見方であった。 

 

D. 構造要因（正当性と直接関係ない影響要因） 

第四に、正当性とは直接関係しないが、早期着手事例と後期着手事例で差が見られ、かつ

意思決定に一定の影響を与えた要素として以下が観察された。 

 

（16）適任者へのポスト付与の必要性 

事業部門で海外駐在経験が長く、実績を評価された日本人駐在が日本に帰任するにあた

り、その問題意識と海外知見を活用するため、その処遇としてグローバル人事制度の導入検

討リーダーポストを作り、その人材に検討を任せる事例が複数観察された（A 社、B 社、C

社）。これらの例では、他の要因も正当化に大きく寄与し検討着手を推進したが、検討開始

の具体的な時期については、該当者の帰任時期が影響したと認識された。 

 

（17）グループ会社・各部門への分権委任体制 

少数だが、グループ会社に権限を分散させる分権的統治指針を持つ場合、その方針が理由

で本社が統轄したグローバル人事制度検討に着手しない傾向が観察された（F 社）。 

 

上記の個別要素を俯瞰すると、早期着手セグメントと後期着手セグメントで明確な差異

が観察された。早期着手事例では、いずれも「（1）事業にとっての必要性の認識」が無く、

「C.外部規範」が検討着手を正当化した。一方で後期着手事例では、いずれも「C.外部規範」

の影響が極めて小さく、「（1）事業にとっての必要性の認識」が検討着手を正当化した。こ

の差異は、自組織への合理的な必要性が無くても、外部規範の正当性を高く評価するが故に

自ら進んで同型化した、言わば組織が持つ「外的正当性への感度の高さ」が大きく影響した

ことを示す。つまり、組織が持つ意思決定プロセスの流れと性質そのものが、「感度」が高

いか低いかどちらのタイプであるかによって、同型化を促進または阻害したことが観察さ

れた。 
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４－３－２．個別事例の経緯 

 

代表的な事例として、最もデータ量が豊富で詳細記述する価値が高く、かつ同じ製造業で

売上規模も同程度となるため他の事例比較よりも外形要因の影響が少ないと考えられる、

早期着手事例の A 社と後期着手事例の F 社を取り上げ、制度検討に到る要素のつながりを

整理すると、以下の通りである。 

 

＜早期着手の例：A 社＞ 

A 社は創業から 100 年近い歴史ある化学関連メーカーである。経営体制が大きく変遷し

てきたため創業家は残っていない。1990 年代以降に著名な経営者の下、急速に海外展開を

本格化した。当時から同経営者はダイバシティやグローバリゼーション等、他社に先駆けて

社会のために普遍的な価値を追求することを是とし、その薫陶は現在まで残ると認識され

ている（要素（12））。その流れの中で、特にダイバシティに関しては 2000 年代前半から女

性と外国人の登用に数値目標を設定し、外部企業ランキングの向上をモニタリングしつつ

推進を継続している（要素（10））。グローバル人事制度に関しては、2000 年代初頭に当時

の経営トップが米国の買収先で整備された先進的制度に感銘を受け、グループ全体への展

開に関心を持ったことが端緒とされる（要素（2））。同時に、経営者のネットワークの中で、

グローバル化への取組の一つとして、人事制度が当時話題となっていたことも一定の影響

があると考えられている（要素（13））。これら情報源から、経営トップはグローバル人事制

度の導入検討が必要との仮説を持ち（要素（3））、担当役員に下問した。人事部門の中で人

事コンサルティング会社の情報提供も受けていたこともあり（要素（13））、彼らが紹介する

欧米企業における先進事例が模範とすべきものであると考えられた（要素（11））。また、海

外事業駐在からの帰任者で有能な人材がおり、当時その適切な処遇（ポスト提供）が必要だ

った（要素（16））。これら状況を考慮し、人事部門の担当役員も推進を経営トップに提言し

（要素（5））、承認を受けて 2003 年度に人事部内に新チームを作り同検討が開始された。

なお背景として、検討着手と直接の強い相関はないが、担当部門（人事部）が社内で一定の

発言権を従来から持ち、新規な施策提言にも踏み込む慣習があったこと（要素（6））と、業

種特性から設備投資に長期間が必要なため、将来の必要性を見た時間軸の長い計画が受け

入れられやすかったこと（要素（15））も軽微に影響したと認識されている。 

 

＜後期着手の例：F 社＞ 

F 社は創業約 70 年の輸送機器関連メーカーである。町工場から出発し、顧客である日

系自動車メーカーの海外生産展開に合わせて海外展開を本格的に進めた。現在の経営トッ

プは創業者一族であり、初代ほどではないが社内において特別な存在と認識され、その実

行命令は何をおいても実行すべきとする規範が組織に浸透している（要素（4））。同社は
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初期から自動車業界ならではの三現主義（要素（15））に基づく OJT（オンザジョブトレ

ーニング）を哲学とし、何事も現場に権限委譲し観察に基づいて試行錯誤で各部門が問題

解決を行い、それを通じて人材育成することを是としてきた。そのため、明確な権限規定

で役割分担し、必要性があればグループ企業、各部門、各現場がそれぞれ個別の解を導入

すべきと考え、少数の例外を除いて本社が主導して制度導入することを嫌忌してきた（要

素（8）（17））。人事部門については 2000 年代を通じて、社歴が現経営トップと同程度か

それ以上に長いシニア役員が管理部門担当として統括していた。当該役員は外部コンサル

タントの利用に反対し、また OJT 哲学を重視して、本社主導でのグローバル共通人事制

度導入がその手法と相容れないと主張した（要素（5））。他の日本企業や合弁企業と人事

制度も含めた情報交換は行っていたが、あくまでも参考情報として扱い、それに基づく判

断を行うことは無かった（要素（13））。これらの要因が影響し、グループ共通のグローバ

ル人事制度は長い間検討されず、各部門、各グループ会社単位で人材育成プログラムの運

営等必要な手当てを行っていた。その間、経営トップはグローバル経営整備のメッセージ

を 3 年ごとの中期計画で徐々に強化して発していたが、人事制度に関して具体的内容を定

義せず詳細は各組織に委任する手法をとったため、決定的な影響は持たなかった（要素

（3））。また経営層が最終的に目指す組織の姿は現在でも、海外拠点での海外人材登用は

認めるが、本社経営層は日本人による体制を維持するものである（要素（7））。その後

2014 年に管理担当役員は引退し、海外展開もさらに進展した中で、グローバル人事制度が

持つ事業にとっての必要性が、事業部門から、またボトムアップのワイガヤ会議で現場か

ら提起されていた（要素（1））。これらを受け、またその方向性自体は経営トップが打ち

出してきたグローバル経営整備の方向性に沿うものでもあったため（要素（3））、新任の

人事担当役員が推進し、2014 年に経営の承認の下で部門横断検討に着手した（要素

（5））。 

 

４－４．考察と結論 

 

本稿は、日本企業本社でのグローバル人事制度の導入検討を題材に、制度からの同化圧

力を受けて施策の検討に到る過程で、組織内部の意思決定プロセスも影響を及ぼすのか、

具体的には何が早期着手と後期着手を分けるのか、影響要素を探索した。 

 

本研究では、外的正当性に対する感度の強さ弱さが、同化圧力への反応を左右する要素

として存在し得ることを観察した。ここで言う外的正当性に対する感度とは、個々の組織

が持つ組織特性であり、内部の意思決定プロセスの動き方の特徴である。感度が強けれ

ば、組織は制度に由来する正当性を意思決定の重要な要素とみなし、制度の探索と情報収

集を積極的に行い、また制度的圧力への抵抗を弱めそれを受容する意思決定を促進する。

近い概念として、先行研究ではモチベーション（制度採用にあたり制度的関心と実務的利



59 

 

益のどちらが目的か）が扱われてきた。しかし、これは組織の一時点の状態を指す概念で

あり、対象となる制度と組織文脈に応じて、同じ組織でも意思決定の度に毎回動機は変わ

り得る。一方で、外的正当性に対する感度は、個々の意思決定を超えて、組織が持つ意思

決定プロセスの特性が都度の動機にも反映し、正当性の重視度の強さに一定の傾向がある

ことを問題とする。同感度は、それが高ければ制度の採用時期が早く、低ければ採用時期

が遅くなる、という条件で操作化される。 

 

新制度学派の制度理論では、組織フィールドにおける正当性の認識共有が組織の経済合

理性に基づく判断を超えて、同型化に到る行動を促すとする（Scott, 2014）。本研究の観

察は、この過程で、早期着手の組織が意に染まないながら反発しつつ服従するのでなく、

むしろ意思決定の根拠として実務的利益よりも外部規範こそを重要とみなして先取り察知

し、ある意味で喜んで「正しい」とされる方向性に乗り、検討着手を是としていたことを

示す。極端に言えば、他社事例や先進概念が持つ正当性に対し、その普遍的な正しさを盲

信し、また外部から評価されることを目指し、同型化を望んだのである。一方で後期着手

事例ではこのような外部規範への配慮はほぼ観察されず、検討着手理由は最初から最後ま

であくまでも自社の実務的利益であった。本研究では全事例が最終的に同型化に向かった

とはいえ、着手時期には最大 11 年の差がある（例えば A 社と F 社）。対象期間において、

両社の売上規模と海外売上比率は共に増加したが、相対的な数値水準は大きく変化してい

ない。同じ組織行動のタイミングに 10 年以上の差異という大きな影響を与え得る要素と

して、外的正当性に対する感度をはじめとする組織内のプロセス要因の存在を確認したこ

とが、本研究の制度理論に対する最大の貢献である。 

 

但し、外的正当性に対する感度が具体的にどのような説明変数で形成されるかは、本研

究の段階ではいまだ不明確な部分も多い。観察結果に基づく一つの仮説としては、当該組

織が内部に持つ正当性の源の強さ、特にリーダーシップのあり方が、外的正当性に対する

感度に影響を与えることが考えられる。本研究での早期着手セグメントは、経営トップが

例外なく非創業家出身で、意思決定の有り方はボトムアップと認識されていた。このよう

な組織では、絶対的な正当性を持つリーダーがおらず、誰もが自分の権威だけで正当性を

確立できない中、合議で説得を通じ結論を出す必要がある。そのため、必要に応じてやる

べきことの方向付けや理由付けに、外部から正当性を借用する傾向が見られた。そこで

は、外部評価や他社事例は正当性を確立し効果的に説得する根拠として、また提案者個人

の独断と偏見として批判を受けるリスクへの防波堤として、有効かつ便利な手段と見なさ

れる。目指すべき方向やあるべき施策の提案にも、外部評価や他社事例は着想に便利な根

拠として使われやすく、使われるうちにそれに対する依存が常態化する。例えば、以下は

早期着手事例での典型的な発言である。 
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“グローバル化はブームのようなものです。一応曲がりなりに海外に事業がある、もしくは海外に拠

点を持っている、それ自体は一応グローバルであるので、「その状態でグローバル人事が整っていな

いのはまずいのではないか、みんな他社はグローバル人事と言っているよ」というのが、 10 年前の

トップから話が出た状態だと思います。” 

（A 社人事担当役員、AD4） 

 

一方で、後期着手セグメントは例外なく創業家出身で絶対的権威を持つ経営トップが存

在し、トップの推進意思が正当性を大きく決める傾向が見られた。今回サンプルでは経営

トップはいずれも実務的利益を強く重視し、それにつながる検討を経営トップの承認の下

で素早く進めさせた。意思決定に際して、自らが最高権威である経営トップが外部規範を

借用したり、また提案を外部規範があるが故に積極的に受容しそれに依存する行動は観察

されていない。同セグメントでは、あくまでもトップの権威と、そのトップを説得するだ

けのリターンの合理的な説明が意思決定で重要となる。例えば、以下は後期着手事例での

典型的な発言である。 

 

“社長に企画書を持っていって NG になってしまう典型的なパターンがあります。それは、「他社も

こうやっています」と言うもので、それはだいたい NG になってしまいます。だから、あまり他社

事例はアテにしていません。ただ、他社の事例を勉強してどこがうまくいっていてどこがうまくい

っていないか、という点は自分の中に読み取ろうとします。” 

（E 社元推進リーダー） 

 

このような差異は、内部に強い正当性の源を持たないが故に外部に由来する正当性に依

拠し、流されて意思決定を行う傾向ある組織と、内部にある強い正当性に依拠して、相対

的に外部規範に左右されず自らの規範で判断を行う傾向ある組織との差異とも考え得る。

特に制度的圧力の下では、検討する対象が外部規範と結びつきやすく、そのためその差が

明らかになりやすい可能性がある。本結果から生まれる仮説として、組織が自ら信じる核

となる、正当性の根源をどの程度内部に持つかに応じて、外部規範の重視度（またはそれ

への依存度）が異なり、それが同型化に影響を与える可能性があると考えられる。正当性

の根源となり得る要素は、後期着手事例の観察に基づけば、創業者一族経営者の他、明確

に内部共有された企業理念と、明確に内部共有された業務哲学または手法である。例え

ば、早期採用事例である事例 C では、統一的な思想や手法を持たない組織であることが、

内部で強く意識されていた。下記は、同社の内部者が示した自組織の特徴に関する自己認

識である。 

 

“思想はすごく自由です。昔から。自社の人間はこうあるべきだと言った、人材要件のようなもの

は全くありません。学生が入社して社会人になって、普通は考え方が変わるものですが、そうした
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ところがあまりない会社です。私だけかもしれませんが、学生から入ってそのまま考え方を変える

必要がないと感じます。型にはめるの嫌う感じです。個人の自由を結構認めます。だからこそ良い

所もあるのですが、悪い所も結構あって、比較的スキルがバラバラになります。頑張る人は頑張っ

て自分を磨きますが、できない人は本当にプレゼンなどもへたくそです。…押さえておくべきスキ

ルはこれとこれとこれでぜひこれをやっておこうと言う指針がありません。” 

（C 社推進リーダー、CL3） 

 

本研究は広範な要因抽出を主眼としたため、この要因に関するこれ以上の詳細なデータ

に欠ける。しかし、制度的圧力に対する組織反応において、モチベーション（Tolbert & 

Zucker, 1983）やフレーミング（Kennedy & Fiss, 2009）等の一時的要因のみならず、そ

の背後にある組織の意思決定プロセスの特性が恒常的要因として重要となる点に光を当て

たことが、本研究の最大の貢献である。そして、本研究はそのプロセスの中でも、正当性

の根源（内的なものか外的なものか）が重要な要素となる仮説を暗示しており、組織内の

意思決定における正当性の具体的な根源の探索は、今後の関連研究として重要性を持ち得

る。 

 

そして本研究の第二の貢献は、制度を採用する組織のモチベーションに関して、伝統的

モデルとは逆の事象の存在を示したことにある。Tolbert & Zucker（1983）以来のいわゆ

る 2-stage model は、実務的利益が早期着手に、制度的関心が後期着手に結び付くと予測

する。同モデルは、実務的利益があると判断する組織がまず制度を採用し、そうした組織

がフィールドに増加する結果、採用しないことが特殊と見なされ組織の正当性を損なうよ

うになり、その懸念のために多数の組織が遅れて採用することを含意する。そこでは、制

度的関心による採用は、あくまで受動的かつ防衛的な後期採用に観察されるものとして扱

われてきた。そして近年同モデルは再検討される傾向が強いが、これまでの反証は、実務

的利益と制度的関心の一体性を強調し、後期採用組織も実務的利益をモチベーションとし

て持つことに焦点をあててきた（例えば Kennedy & Fiss, 2009）。しかし本研究のデータ

は、実務的利益でなく制度的関心を重視するゆえに他組織に先んじて制度採用を試みると

いう、実務的利益の観点からは不合理な、これまで十分報告されない行動が複数組織で起

こったことを示す。 

 

本研究の発見と先行研究のこの矛盾は、どのような意味を持つか。一つには、本データ

が観察したが先行研究に無視されてきた要因である、組織の意思決定プロセスの特性（本

稿では外的正当性に対する感度と呼称する）の影響を考慮することで、一見非合理な組織

反応を、従来の理論的限界を超えて説明可能となることが考えられる。例えば、一部の早

期着手事例（A 社と B 社）では、制度的理由による早期採用という一見奇妙な行動が、

GTM 以外にダイバシティや CSR の諸プログラムに関し既に反復して発生してきたとする
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構成員の認識が観察されている。これに対して、個々の施策に関する組織認識と判断が偶

然にも毎回似通ったものとなったのではなく、組織に固着した意思決定プロセスのあり方

が持続的に影響を与えていたとする仮説は説得的であり、検討に値する。 

 

そして本研究と先行研究の矛盾に関するもう一つの意味として、実務的利益と制度的関

心の融合のあり方に対する新しい見方が存在し得る。先行研究では、2-stage model の限

界として、そもそも実務的利益の考量自体が、制度的関心の影響を受けることが指摘され

てきた（Lounsbury, 2007）。先行研究のこの議論は、あくまで施策自体が持つ実務的利益

が意思決定の理由となる点に注目するため、そのままでは施策の実務的利益が意思決定で

重視されていない本データには適用できない。しかし、「実務的利益」は、論理的には旧

来議論されてきた生産性向上をはじめとする施策自体の便益だけに限られない。例えば、

本データの早期事例では、制度的関心を充足させる方向で早期採用を迅速に意思決定する

ことで、正当性に関する対立的議論が省略され、組織調和が実現し、それによって必ずし

もトップダウンの指針が明確でない組織でも円滑に運営されている。「実務的利益」がこ

のような施策と直接関係ない組織運営上のメリットまでを含むと捉えれば、本データも実

務的利益（調和の実現）を見出したが故に施策が早期採用されたと捉えることもできる。

施策採用に関する組織反応において、施策自体の良否だけでなく、採否の決め方がもたら

す影響の重要性を暗示する点が、本研究の一つの示唆である。 

 

尚、本研究と制度理論の先行研究との関係性については、二つ留意点がある。先行研究

では、組織外との関係性と組織の外形要因が同型化の説明変数として検討されてきた。第

一に、本研究では、組織外との関係性が、経営者同士の交流会、外部コンサルタントと担

当役員・人事担当者の情報交換、人事担当者の同業他社勉強会、の 3 つの形で観察され

た。これらは、模倣すべきモデルに関する情報量を増し、また不確実な将来に向け自社も

同化すべき必要性の認識を高めた。全事例でこの関係が見られ、観察はこの点で先行研究

を支持した。 

 

第二に、組織の外形要因について、本研究では国籍、売上規模、海外志向、業種を一定

程度固定してサンプルを取った結果、着手時期に強い論理的なつながりを見出せる要因は

観察されなかった。売上規模については、規定範囲（2014 年度売上高 3,000 億から 1 兆

円）の中で、比較的大きい企業（売上高 6,000 億から 1 兆円、A・D・E・F 社）と小さい

企業（売上高 3,000 億から 5,000 億円、B・C・G 社）を含めたが、両者に規模を理由とす

る有意な差は観察されなかった。例外として、事業特性が持つ影響の可能性は観察された

が、少数例にとどまり、かつ結果への論理的なつながりは弱いものだった。またその他の

潜在的要因として、組織の業績と経営層の交代の面でも、影響は観察されなかった。本研

究では組織の外形要因について、何らかの有意な観察結果を得たとは言えない。 
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また、本研究と他の理論領域との関係性においては、二点が重要である。第一に、本研

究のような施策着手に関する組織間差異を説明する議論としては、組織認識論も関連し得

る。コダック社を題材に同分野の代表的な事例研究を行った Tripsas & Gavetti（2000）

は、環境変化等戦略や組織の変革が必要となる萌芽とその深刻さを、構成員がどう認知す

るかが、組織の生存に帰結すると論ずる。同分野では組織構成要員の認識をモデル化し、

戦略転換や組織変革の起動を説明する実証研究が行われてきた。そこでは、モデルに組み

込む説明変数として検討過程（Kiesler & Sproull,1982）、経営幹部の心理学的認知と属性

要件（Hambrick & Mason,1984）、経営幹部のメンタルモデルの変化（Barr, Simpert & 

Huff,1992）等がテストされてきた。これらはいずれも、ある変化への対応に実務的利益

があるか否かに関する、是非判断を問題としている。一方で、制度理論の観点に基づく本

研究では、実務的利益に必ずしも合致しない選択があえてどのようになされるかを問題と

する点で、焦点が異なる。ただし本研究でも、実務的利益それ自体が（特に後期着手事例

で）重要な正当化要因となることは観察されており、双方が一つの現象の異なる部分にそ

れぞれ光を当てているとも言える。実務的利益の認識に関するメカニズムと、（利益にな

らないことも含む）正当化要因の統合的な説明の構築には、今後探索の余地が残されてい

る。 

 

第二に、本研究の全事例で「外部ネットワークとの紐帯の強さ」が、一事例で「有力な

取引先との関係性」が要因として観察されたことは、資源依存理論を示唆する。Pfeffer & 

Salancik （1978）は、組織は資源調達を組織外部に依存して存在し、依存関係を通じて

組織外の資源提供元が、またそのパイプを持つ結節点を握る内部者が、組織内部に影響力

を持つと主張した。本研究の観察でも、特に外部コンサルティング会社から、取り組むべ

き解決策の知識がもたらされた。また、売上の多くを占め経営知識も提供する主要顧客

が、創業家一族経営者の正当性を越えた影響力を持つ状況が観察された。しかし、既に述

べたように、グローバル人事制度の導入には資源調達の最適化だけでなく、正当性をどう

とらえるかという規範も大きく影響する。そのような実利と規範の二面性を持つ意思決定

の説明には、制度理論及び外的正当性の感度の概念が貢献する余地が大きい。 

 

最後に、本研究にはいくつかの限界がある。第一に構成概念妥当性について、データ取

得対象期間が 15 年前から現在までの長期にわたるため、インタビューに全ての当事者を

網羅できず、またその主観のバイアスが影響する可能性がある。誤りを防ぐため複数当事

者へのインタビューと社内文書等資料による確認を可能な範囲で行ったが、検証には限界

がある。第二に内的妥当性について、本研究では操作していないが影響が大きい、未検証

の要因変数が存在する可能性がある。特に、業種特性と創業者一族経営者の有無はサンプ
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ルの操作が不十分となったため、今後の検証ではこの点も含めた比較がなされることが望

ましい。 
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第五章 施策採用の経緯が引き起こす、意図せざる不実行（Unintended decoupling） 

 

５－１．研究の背景と目的 

 

制度理論では、制度的圧力を受けて組織が組織形態や施策を採用しても、実行段階で組

織の実質的な構造と形式的な構造の乖離（Decoupling）が発生するとされる（Meyer & 

Rowan, 1977）。その理由は、組織がその技術的中核を守るために、中核から新施策を分離

し、形式的に施策を実行した姿勢だけを外部に示すことで制度的利益を確保しようとする

ためと説明される。このような採用後の不実行は、どのような組織でどのような要因によ

り発生するのか（cf. Bromley & Powell, 2012）。また全ての組織が施策の形式的な実行に

とどまるのでなく、個体差があるとすれば、それは何が説明要因なのか（cf. Gondo & 

Amis, 2013）。制度理論では、制度に対する組織反応を説明するメカニズムの根幹概念の

一つとして、形式と実態の乖離（Decoupling）をこれらの関心で検討することを重視して

きた。本章では、制度的圧力がもたらす組織反応の経時的変化の内、施策の実行段階につ

いて、Decoupling に焦点をあて、組織反応の個体差の説明要因を探索する。既述の通り、

本研究では一つの制度と組織における経緯を観察し非関連因子の影響を最小化するため、

第四章と同じ事例データを用いて、Decoupling の発生事例と非発生事例の比較分析による

発生要因探索を目指す。 

 

本章の構成は、以下の通りである。まず第二節で、先行研究をレビューし本章の問題関

心について解明されている事項と未解明の事項を整理し、本研究の貢献を位置づける。第

三節では、第三章で述べた手法によるデータ分析の結果を提示する。そして第四節で、本

研究のデータが持つ理論的な示唆と限界を整理する。 

 

５－２．不実行（Decoupling）の説明変数に関する先行研究 

 

本節では、制度的圧力への組織反応としての、形式と実態の乖離（Decoupling）に関する

先行研究を整理し、その中で本研究の問題関心を位置づける。 

 

新制度学派の制度理論において、施策の実行段階における組織での発生現象として重視

されてきたのが、形式と実態の乖離（Decoupling）である。そもそも新制度学派以前の先行

研究においては、組織観として官僚制組織が影響を持っていた。そこでは、組織は決定事項

を合目的的かつ合理的に実行するとされる。そのような組織の構造は、その目的達成に必要

な実質的活動と密接に連動していることが前提となっていた（Weber, 1930）。しかし 1970

年代より、組織の諸部門は相互に緩やかに連結し個々が一定の独立性を保つ状態（Loose 

coupling）にあるため、必ずしもある部門が認識する組織目的と組織内の実質的活動が合致
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しないことが議論されていく（Glassman, 1973）。特に Weick（1976）は、教育機関を題材

に、組織の各部門は相互に反応し合うが、一方でそれぞれ固有の自己同一性と分離状態を保

持していると主張した（p.3）。その前提は、組織全体の目標認識と個々の部門が直面する多

様な文脈に一定の乖離があることである。そのため、組織内には各部門の個別文脈に応じた

逸脱的行動が常に発生し、組織は矛盾した目的志向の行動が混在する統合体（Loosely 

coupled systems）として存在するとされる。そして行動の多様性を確保することは、頻繁

な目標変更に対する過度な変化と統制のコストを抑え、実験を可能とし、多様な局所的文脈

への適応を実現することで組織の生存に資するとされた（pp.6-8）。 

 

Meyer & Rowan（1977）は、新制度学派の制度理論の嚆矢となる理論的提起において、

この Loose coupling の概念を援用し教育機関に限定せず拡張して展開した。そもそも

Meyer & Rowan （1977）の主張は、Berger & Luckman （1967）の説に依拠し、現代組

織を合理的な存在というよりも社会的信念の発現形態と定義することに主眼を置いていた。

そこでは、組織形態は広く共有される社会的信念に組織が適合した結果とみなされる。組織

は外的環境が形成する「神話」としてのあるべき姿の認識に影響を受け、それに対する同型

化圧力を受ける。組織が社会的期待に反し正当性を失えば、資源確保や対外協力の面で不利

益を受け、その生存が危機にさらされる。Meyer & Rowan（1977）は、そのため組織は同

型化圧力に従い、それが組織固有の文脈と実務的利益と乖離していても、環境から期待され

る組織形態を導入しそれが組織フィールドにおける制度普及につながると論じた。しかし

結果として、制度に従った組織形態や施策は個々の組織が直面する現実に適合しておらず、

多くの場合、生産性の低下や障害の発生といった実務的利益の犠牲を生む。そのため、組織

は公式の組織形態や施策と実質的な活動とを緩やかな連結にとどめ（Loosely coupled）、ル

ールを定めても守らず、採用を決定しても実行せず、また実行しても結果測定を曖昧なもの

とする（p.343）。Meyer & Rowan（1977）は、このような組織の公式形態と実行中の活動

の乖離を Decoupling（p.341）と定義した。そして組織は Decoupling によって、技術的中

核を守り組織運営の支障と社内コンフリクトを避ける一方で、外部では高い評価と広範な

支援を獲得する利得を享受するとされた。これらの理論提起を受け、1980 年代にかけて制

度的圧力を受ける度合いが高いと考えられた公共組織を中心に実証研究が行われ、裁判所

（Hagan et al., 1979）、病院（Covalski & Dismith, 1983）、刑務所（Thomas, 1984）等で

Decoupling の発生が報告された。 

 

制度的圧力の影響下での施策採用では、企業組織においても実行の度合いに個別差が発

生する（Weaver, Trevino & Cochran, 1999）。Decoupling に関する研究はその後企業組織

にも対象を広げ、それがどのような場合に発生するのか、発生要因のメカニズムに関する研

究が蓄積した。Decoupling の発生要因の探究は、どのレベルに説明変数を求めるかにより、

大きく三つの系譜が存在する。第一の系譜は、対象となる組織フィールドや制度の性質等の
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環境要因に Decoupling の発生理由を求めるものである。ここでは、組織外部で社会的に構

成された組織に期待される正当性（Suchman, 1995）と、組織内部の実務的利益の追求志向

が相反することが、Decoupling の要因となることが注目される（Meyer & Rowan, 1977）。

特に、組織への社会的期待が何によって構成されるかについて、対象組織フィールドが信念

や価値観に影響される度合い（Scott & Meyer, 1983）、外部ステークホルダーの相対的な力

関係（Basu et al., 1999）、法的要請（Edelman, 1992）等が議論された。また他方では、制

度自体の質に注目し、それに従った結果が不確実であるような制度的圧力である場合に、失

敗を避けるために Decoupling が発生するとする議論もある（George et al., 2006）。これら

はいずれも Meyer & Rowan（1977）が提示した元来の定義の構成要素を部分的に具体化し

ているが、基本的にその主張を踏襲するものである。そして制度的環境だけに説明要因を求

めれば、同じ組織フィールドで類似した制度的環境にある組織間の個体差を説明すること

はできない点に限界がある。 

 

第二の系譜は、組織と制度の適合性に説明要因を求めるものである（Dobbin & Kelly, 

2007）。Ansari, Fiss & Zajac（2010）は、当該制度の実行の容易さ（理解の容易さ・分割

可能性・複雑性）と組織との適合性（技術的・文化的・政治的適合性）が説明変数となり、

施策の採用時期と実行の質（徹底度合い・忠実さ）が決まると主張した。Gondo & Amis（2013）

は、同様に組織と制度の関係性に注目し、組織が当該制度の性質を受容する度合いと、実行

時の意識的な内省の度合いに応じて、Decoupling の発生有無が決まるモデルを提唱した。

この系譜の特徴は、制度的環境が組織にもたらす影響を、全組織に一律のものでなく個別組

織にとっての意味合いで変化するものとして相対化した点にあり、第一の系譜の欠点を克

服し個体差の説明可能性を包摂する点で優れている。但し、個別組織にとって制度の意味合

いがなぜそのように変化するかを説明できない点に限界がある。 

 

そして第三の系譜が、組織内要因による説明である。個別組織差への注目は、制度的環境

の詳細変数を一定程度捨象する限界はあるが、個別組織に制度が実行段階で作用するメカ

ニズムを最も精緻に検討できる。先行研究で特に注目された組織の固有要因には、二つの側

面がある。一つには、構成員の社会的関係性（ネットワーク）がもたらす組織の施策実行の

真剣度への影響である。Fiss & Zajac（2004）は、ドイツの大手上場企業 100 社以上での複

数の株主保護施策の導入を題材に、企業が施策を選択的に実行する中での、選択結果と組織

固有要因の関係を分析した。そして実行される施策には、株主構成・CEO の年齢と学歴が

相関し、株式の保有関係及び CEO の年齢・学歴の親近性がある企業間で共通性が高いこと

を示した。彼らはこれを元に組織間及び人的ネットワークが制度的影響下にある施策実行

に反映すると主張している。さらにもう一つの側面として、組織全体としての実務的利益を

目指した印象管理戦略の影響がある。Elsbach & Sutton（1992）は、社会運動組織を題材

に、外的な評価を得られる仕組みを導入しつつ実際には実務に影響を与えないために実行
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を回避することで、Decoupling が印象操作の戦略として意図的に活用される場合があるこ

とを示した。これを受けて、組織内権力者（経営者）による利得保護のための権力の行使、

または意図的政策・利得追求としての Decoupling が注目され、実証研究が蓄積し肯定的な

結果が多数提示された。例えば、Westphal & Zajac（1994, 1998）は米国大企業での CEO

長期報酬制度を題材に、企業が制度採用を喧伝することで、実態として実行が回避されてい

ても株価に好影響を与え、かつ他の関連改革施策も遅延させ、CEO にとっての金銭的利益

維持につながる印象操作が成功していた傾向を示した。同じく米国大企業に関して、自己株

式取得プログラムも同様に実証研究が行われ、経営者が取締役会に支配力を持ち、経験から

実行回避が可能と知っている場合に Decoupling が起こり（Westphal & Zajac, 2001）、ま

た実行を回避しても採用の喧伝だけで市場の評価は高まる傾向が示された（Zajac & 

Westphal, 2004）。これと同様の印象管理戦略（対株主コミュニケーションにおけるフレー

ミング）と、実行回避にも関わらずの市場評価上昇は、ドイツの大手上場企業の株主保護施

策の導入においても報告されている（Fiss & Zajac, 2006）。このような Decoupling は必ず

しも組織内個人や組織の実務的利益だけにつながるわけではなく、意図的であっても名目

と実態が過剰に乖離した結果、事業上の不利益をもたらす事例も報告されている（MacLean 

& Behnam, 2010）。それでも、先行研究はその多数が、組織内権力者（特に CEO）による、

意図的な利得確保を目的とした名目的採用と実行実態の乖離を強調してきた点に特徴があ

る。 

 

しかし、Decoupling の説明要因として組織個別要因に注目するとしても、これら先行研

究のように有力者による利得追求を過剰に重視することには、二つの問題がある。第一に、

組織反応には CEO による作用のみならず、その他の組織構成員の制度に対する反応も影響

する点である。例えば Sauder & Espeland（2009）は、ロースクールにおける外部ランキ

ングへの対応を題材に、経営トップ以下まで含めた構成員が制度をどう理解し内部化する

かが Decoupling に影響を与える過程を示した。また Pitsakis, Biniari & Kuin（2012）が

示すように、組織上層部が Decoupling を決定したとしても、構成員が制度にどう反応する

かによって、具体的な対応の内容は変わり得る。先行研究では、文脈によっては経営トップ

と同等かそれ以上に結果に影響を与える意味で重要な、経営トップ以外も含めた組織内構

成員の制度に対する多元的反応の影響に対する考慮が不足している。 

 

そして第二に、先行研究ではその大半が組織または経営トップによる意図的な反応とし

ての Decoupling を検討しているが、一部に報告されている意図せざる不実行（Unintended 

decoupling, Crilly, Zollo & Hansen, 2012）に対する検証が不足している。Crilly, Zollo & 

Hansen（2012）は、その先駆的な研究で、多国籍企業 17 社における CSR 施策の実行を題

材に、組織内外の多様なステークホルダーの相互作用とその結果を分析した。そこでは、実

行過程の態様として、積極的意図の有無と実行の有無の二軸に応じた四種類の組織反応が
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報告されている。四種類の組織反応とは、以下の通りである。まず Strategic implementation

は、制度的圧力の内容が実務的利益に連動すると認識されるために、積極的意図をもって施

策を実行する。Routine implementation は、実務的利益の認識は無いが、正当性のために

施策を実行する（そのように外部からの期待があることを理由に内部で意思統一する）。そ

して Evasive decoupling は、組織として意図して、実行を外部にアピールし制度的利益を

確保しつつ組織内で不実行の状態を作る。尚この態様でも、形式上の推進を担当するマネジ

ャーは推進に向けて努力するが、リソース不足と実務的利益の不在故の周囲の非協力で任

務を遂行できない状況の発生が報告される。最後に Emergent decoupling が、組織として

も意図せざる Decoupling である。この状態では、組織内部と外部の各ステークホルダーの

間で、施策実行の是非に対する見解の相違がありコンセンサスが無い。組織内部でも部門間

で方針が一致しておらず、実行を意図した経営層でも施策の強制が難しいため、実行態様の

詳細は個々の組織任せとなり、個々が個別の解決策を探索する。結果として、経営層として

は実行する意図はあるが、制度が期待するようには実態として実行されていない状態が起

こるとされる。但し、実行に抵抗する個々の構成員にとっては意図的な不実行であり、これ

はあくまで経営層にとっての意図せざる結果である（pp.1443-1445）。従来の先行研究が報

告してきた Decoupling は、その態様から Evasive decoupling と同趣旨の形態であり、発

生要因についてもこれまで述べてきたように一定の理論的蓄積がある。一方で Emergent 

decoupling のような意図せざる不実行は、組織反応として無視できない類型でありながら

従来精緻な検討がなされていない。Crilly らの研究は、影響要因としてステークホルダーに

おける見解の相違とコンフリクトを示唆するが、これらがどのようなメカニズムで発生し

経過していくか、十分な実証研究が欠落している。 

 

以上のように先行研究では、組織反応の個体差説明の観点で重視すべき Decoupling の組

織内要因について、強力なリーダーによる利得確保のための意図的反応という、当初の定義

に従った像が提示されてきた。しかし、近年の研究が示すように、組織内の多元性と意図せ

ざる反応としての発現も考慮した説明を検討する必要がある。特に意図せざる Decoupling

の発現要因については、近年新規に報告され始めた事象であり、発生要因に加え詳細な経緯

の説明が不足している。本章は、これらの研究ギャップに留意した上で Decoupling、特に

意図せざるものの発生を説明する具体的なプロセス要因を幅広く探索し解き明かすもので

ある。 

 

５－３．データ分析結果 

 

第三章で述べた既定の手順で対象とする五社について分析を行った結果、グローバル人

事制度（GTM）の導入実行の迅速さに関して、事例による大きな差異が観察された。デー

タでは五社中三社の早期採用事例において、「意図せざる形式と実態の乖離（Unintended 
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Decoupling, cf. Crilly, Zollo & Hansen, 2012）」の状態が観察された。具体的には、それら

の事例では、公式の GTM 推進組織が発足し担当実務リーダーと人員が配属され、また外部

に対し GTM の推進が公表される形式が整い、経営トップ・担当役員と推進組織は実行促進

を意図していた状況が観察された。しかしそれにも関わらず、検討の俎上に乗った改革施策

が実行される速度は相対的に遅く、また実行が遅々として進まず改革が停滞した自己認識

を推進組織の人員と担当役員が共有していた。一方で二社の後期採用事例においては、その

ような停滞は組織構成員の認識にも、実行の経緯にも観察されなかった。 

 

本節では、どのように「意図せざる形式と実態の乖離」が発生したか、何がそれを誘発し

たのかについて、発生事例と非発生事例との差異に留意してデータ分析の結果を提示する。

本節は三つの節から成る。第一節では、まず本章が比較分析の対象とする五事例での GTM

採用後の施策実行プロセスの全体像を、事例を横断した共通項と実行結果を中心に提示す

る。第二節では、各事例の観点で、それぞれどのようなプロセスを経てその結果に至ったか、

どのような要因と論理的なつながりが観察されたかに注目し、個別事例の時系列経過を提

示する。第三節では、「意図せざる形式と実態の乖離」の発生事例と非発生事例を比較し、

相違点として抽出される要因を整理する。 

 

５－３－１．実行プロセスの概要 

 

まず、本章が対象とした五事例における実行の段階と推進体制を示す（表５－１）。デー

タからは、事例共通で例外なく、実行プロセス概要について三つの特徴が観察された。第一

に、各社とも GTM 採用を決定後、施策推進をミッションとする一定の公式担当組織を設置

し、それを所管する担当役員と部長級（例外的に執行役員、理事級または課長級）の担当組

織長（推進リーダー、基本的に部長級）を任命し、必要に応じ人事異動で専任もしくは兼任

の担当人員を組織に配置し推進体制を整備していた。第二に、人事慣行に従い推進リーダー

は 2～5 年で交代しており、異なる推進リーダーに率いられた性質の異なる複数の段階（フ

ェーズ）によって実行が進む経緯が観察された。そして第三に、五事例では施策実行に当た

っていずれも、GTM 関連施策を全て一度に多数実行するのでなく、施策候補群から選択的

に優先する実行施策を決定し、段階的な施策実行を行っていた。 
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表５－１：各事例での GTM 実行フェーズ構成と推進体制 

事例 フェーズ 推進組織 

（担当役員） 

組織マネジメント スタッフ（FTE） 

代表取締

役社長ま

たは CEO 

担当役員 推進 

リーダー 

（職位） 

専任 兼任 

A 1 (2004-08 年度) 新設専任組織（人事） AC1/2 AD1 AL1 

（部長） 

0 2 

2 (2009-11 年度) AC2 AD2/3 AL2a 

（部長） 

2 8 

3 (FY2012-14 年度

第一四半期) 

AC2/3 AD3/4 a AL3a 

（部長） 

1 N/Ab 

4 (FY2014 年度第

二四半期から) 

AC3 AD4 a AL2a 

（理事） 

2 N/Ab 

B 1 (2006-09 年度) 新設専任組織（人財） BC1/2 BD1/2 BL1 

（部長） 

4 5 

2 (2010-12 年度) BC2 BD2 BL2a 

（部長） 

1 2 

3 (2013 年度から) BC2/3 BD2/3a BL3a 

（部長） 

4 5 

C 1 (2006-08 年度) 新設専任組織（管理） CC1/2 CD1/2/3 CL1 

（執行役

員） 

1-2 1-2 

2 (2009-12 年度) CC2 CD3/4 CL2a 

（部長） 

0 3-4 

3 (2013 年度から) 新設専任組織（人事） CC2/3 CD5 CL3a 

（グルー

プ長） 

2 N/Ab 

F 1 (2014 年度第二四

半期から) 

新設専任組織（業務） FC FD FLa 

（部長） 

2 13 

G 1 (2014 年度から) 既存人事組織（総務） GC GD GLa 

（部長/課

長） 

3 N/Ab 

凡例：AC, AD, AL は、それぞれ事例 A の CEO、担当役員（Division leader）、推進リーダーを指し、数字

はデータ収集期間中に交代があった事例について何人目の当該担当かを指す。 

スラッシュ（/）は、同フェーズ内で交代があったことを示す。各フェーズは、検討推進プロセス

に対し他の管理者交代と同等かそれ以上に強い影響が観察された要素である、推進リーダーの交代

で区切っている。 

a インタビュー対象者。 

b 当該事例でグループ企業・各組織の GTM 実行への参画が進み、必要に応じ必要な時点で柔軟に検討に

参加（または参加中断）する体制となっているため、固定された人数は存在しない。 

出所：筆者作成 

 

第一の共通項である検討体制の確立に関しては、以下の詳細が観察された。まず担当組織

について、名称は事例により異なるが、A・B・F の三事例では本社人事部門内に担当組織

を新設した。C は人事部門でなく、本社管理部門担当下に海外事業推進部を独立組織として

新設した。G は既存の人事担当組織をそのまま GTM の兼務担当組織としていた。担当組織

を決定した結果、実行推進担当者が明確になると共に、少数ながら専任者が置かれることで

GTM の学習と実行手法確立が役割として期待されたとする趣旨のインタビューコメント

がいずれの事例でも観察された。 
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担当の人選については、GTM の最終的な監督者である代表取締役または CEO、および

担当役員は従来からの管掌者が担当し、推進リーダーは社内で適任者を選任し担当役員が

任命した。推進リーダーとして、早期採用事例（A・B・C）はいずれも、人事部門出身か否

かにこだわらず海外駐在経験が豊富な人材（駐在帰任者）を任命した。後期採用事例（F・

G）でも海外駐在経験者が任命されたが、特に事例 F では非人事出身の事業部所属で類似改

革プロジェクト経験を持つ海外駐在中の人材を登用した。スタッフは国内人事業務知識を

持つ国内人事部門の現職スタッフから任命されたが、当該業務の所管が管理部門とされた

事例 C のみ、人事以外の管理部門スタッフから任命された。 

 

第二の共通項である推進リーダーの交代については、以下の詳細が観察された。まず前提

として、各社の GTM 採用時期は、第四章で早期採用事例と分類した A 社が 2004 年度、B

社と C 社が 2006 年度であり、後期採用事例と分類した F 社と G 社が 2014 年度（F 社の

み第二四半期から）であった。推進リーダー交代を節目に採用後の実行フェーズを区分する

と、実行期間が長期にわたる早期採用事例（A・B・C）では各社に 3 から 4 フェーズ（平

均 3.33 フェーズ）が、データに含まれる実行期間が短い後期採用事例（F・G）では各社 1

フェーズのみが存在した。各フェーズの期間は、早期採用事例（A・B・C）で 1 から 5 年

間（平均 2.78 年、但し 2015 年度第一四半期までの観察期間中でフェーズが未終了の最終

フェーズも含む）、後期採用事例（F・G）で 1 から 1.25 年間（平均 1.13 年、但し観察期間

中ではフェーズは未終了）であった。 

 

第三の共通項である選択的導入については、各事例について表５－２に示す詳細が観察

された。まず、事例企業は GTM 採用を決定し組織を立ち上げた後、具体的施策の候補を抽

出してどのような優先順位でどれを実行すべきかを早期に全体設計していた。全体計画の

策定後は、そのプランを参照しつつ何に取り組むかの実行計画を毎年更新し、段階的に一部

ずつ施策の導入実行に注力していく選択的導入の志向が観察された。 
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表５－２：各事例における施策実行ヒストリー 

年度 事例（早期採用） 

A B C 

2004 GTM 採用決定・組織立ち上げ   

 <Phase 1>   

2005 全体設計   

2006  グローバル共通化を想定し

た職務等級評価 

GTM 採用決定・組織立ち上げ GTM 採用決定・組織立ち

上げ 

 <Phase 1> <Phase 1> 

  グローバル HR ミーティン

グ運営開始（年一回） 

 

2007  グローバル HR ミーティン

グ運営開始（年二回） 

全体設計  グローバル共通部長向け

研修プログラム 

 グローバル共通課長以下

向け研修プログラム 

2008    

2009 <Phase 2>  <Phase 2> 

 全体設計（改訂）  

2010  グローバル共通の新人管理

職研修プログラム運営開始 

 グローバル共通化を想定し

たジョブディスクリプショ

ン定義（執行役員以上） 

 グローバル国際異動規定制

定 

<Phase 2>  

2011   本社新人管理職研修プログ

ラム運営開始 

 本社若手研修プログラム運

営開始 

全体設計 

2012 <Phase 3>   人材データベース導入

（パイロットスタディ） 

2013  グローバル共通化を想定し

たコンピテンシー定義導入

（本社管理職以上対象） 

 グローバル共通化を想定し

た 360 度評価導入（本社管

理職以上対象） 

<Phase 3> <Phase 3> 

 全体設計 全体設計 

 グローバル HR ミーティ

ング運営開始（年一回） 

 グローバル国際異動規定

制定 

2014 （グローバル等級制度の改定）  グローバル HR ミーティン

グの格上げ再立ち上げ 

 グローバル共通化を想定し

た 360 度評価導入 

 グローバル中核ポジション

の設定とタレントアセスメ

ント 

 グローバル共通のコンピテ

ンシー定義導入 

 グローバル国際異動規定制

定 

 

 <Phase 4> 

2015  人材データベース導入 

 グローバル HR ポリシー制

定 

 グローバル共通の経営幹部

層の役割定義 

 

 その他 11 施策が検討中で、い

ずれも 1 年以内の導入実行を

想定 

その他 6 施策が検討中で、い

ずれも 1 年以内の導入実行を

想定 

その他 10 施策が検討中

で、1－3 年以内の導入実

行を想定 
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年度 事例（後期採用） 

F G 

2014 GTM 採用決定・組織立ち上げ GTM 採用決定・組織立ち上げ 

<Phase 1> <Phase 1> 

全体設計 全体設計 

  海外現地法人向け研修プログラム運

営開始 

2015 全体設計の内 16 施策が検討中で、いずれも 1-3

年以内の導入実行を想定 

その他 5 施策が検討中で、いずれも 1-3 年

以内の導入実行を想定 

注:  太字下線は当該年度に公式制度となり実行された施策を指す。 

出所：筆者作成 

 

一方で、各事例の差異が明確に観察されたのは、結果としての実行速度である。表５－３

は、各事例の各フェーズで担当組織により実行が検討された施策数、そのうち実行された施

策数、そして実行された施策数を一年あたりの施策数に変換したものである。早期採用事例

である事例 A・B・C では、いずれも一年あたりの実行施策数が最後のフェーズと比較して

低水準にあり、推進組織の構成員および担当役員では、当時施策実行が期待よりも停滞して

いた認識が例外なく共有されていた。実行を検討した施策数と実行された施策数には事例

A・B・C とも大きなかい離があるが、これは実行意図がありながら、結果として実行した

施策が少なかったことを示す。但し、事例 F・G を含め最終フェーズのみは、データ取得期

間がフェーズ途中で終了した未完了の短いフェーズであり、表５－２の下段に示す通り、デ

ータ取得期間後に同フェーズで実行施策数が大きく増大する見通しが持たれていたことが

観察された。詳細は後述するが、社長、担当役員及び推進組織の構成員が実行を遅滞させる

意図を持っていた証拠は観察されず、むしろ実行加速を期待する発言と努力を見せていた。

一方で、後期採用事例（事例 F・G）では、採用からデータ取得期間の末尾までの期間が短

いため実行に関する長期履歴は観察できないが、相対的に実行当初から速い速度で実行が

行われた傾向は観察される。具体的には、事例 G における一年あたりの実行施策数は事例

A・B・C のフェーズ 1（及び事例 B・C のフェーズ 2）を大きく上回っている。また F 社

についても、2015 年度第一四半期終了時点（データ取得終了時点）で、表５－２の通り推

進組織が 16 施策の実行を今後数年以内に完了する強い確信と見通しを示していたが、これ

は他事例に比べ一年あたり施策実行数が非常に大きく予測されていることを示す。 
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表５－３：施策の実行結果 

事例とフェーズ GTM 個別施策の検討と実行結果 

実行を検討した 

施策数 

左記の内、実行され

た施策数 

一年あたりの 

実行施策数 

事例 A 

Phase 1 (2004-2008 年度) 13 2 0.40 

Phase 2 (2009-2011 年度) 12 3 1.00 

Phase 3 (2012-2014年度第一四半期) 11 2 0.89 

Phase 4 (2014 年度第二四半期から) 13 2 2.00 

事例 B 

Phase 1 (2006-2009 年度) 12 1 0.25 

Phase 2 (2010-2012 年度) 4 2 0.67 

Phase 3 (2013 年度から) 12 6 2.67 

事例 C 

Phase 1 (2006-2008 年度) 2 2 0.67 

Phase 2 (2009-2012 年度) 6 1 0.25 

Phase 3 (2013 年度から) 12 2 0.89 

事例 F 

Phase 1 (2014 年度第二四半期から) 16 0 0 

事例 G 

Phase 1 (2014 年度から) 6 1 0.80 

注：データ収集の対象期間（2015 年度第一四半期まで）の制約により、各事例の最終フェーズは 2015 年

度第一四半期までの情報を記載している。 

出所：筆者作成 

 

５－３－２．個別事例の経過 

 

 個別事例において、施策の実行はどのように推移したのか。ここでは、各事例について、

「意図せざる不実行」または速やかな実行が発生した経緯を示す。具体的には、「意図せざ

る不実行」が観察された例として事例 A のフェーズ 1、事例 B のフェーズ 1・2、事例 C の

フェーズ 1・2 を、速やかな実行が観察された例として事例 F のフェーズ 1、事例 G のフェ

ーズ 1 の経緯を述べる。早期採用事例（事例 A・B・C）について、これらフェーズを選択

した理由は二つある。第一に、当該フェーズにおいて施策実行が組織内で何らかの障害に直

面し、推進者の意図に反し実行が停滞していた認識がインタビューデータより観察された

ためである。そして第二に、当該フェーズにおいて表５－３に示す通り、一年あたりの実行

施策数の低迷が観察されるためである。 

 

＜A 社＞ 

 同社は 2003 年頃に GTM への着手を経営層が決定し担当人選を行ったが、実質的に担当

組織が稼働を開始したのは 2004 年度からとなった。担当組織は人事部所属のグローバル人

事グループと命名された。米国駐在から帰任した執行役員（AD1）が 2003 年度より 2008

年度までの担当役員となり、その管理下にグループ長として人事部出身の部長（2008 年度

まで、AL1）、その下に一名の人事部員、後に 2005 年 2 月よりもう一名の課長級人事部員
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（後の AL3）が駐在先のインドネシアから帰任命令を受けて参画した。これら二名のスタ

ッフは他の人事業務との兼務で所属した。 

 

2004 年度は、外部の勉強会・書籍・コンサルタントとの討議等を通じた情報収集を行い、

その情報を活用した全体の目標設定と施策の設計が行われた。その主眼は、A 社として何を

目指して GTM に取り組むのか、及び GTM の一般的な施策メニューの中から A 社として

どれをいつ頃実行していくか、であった。グループ横断で適材適所を目指すという目標設定

の下、2014 年度を通じ、「Global HR Action Plan」の素案が策定され、「グローバルマネジ

メントコミッティ」（グローバル経営の実現を目指す特別会議体）で議論された。その内容

は、処遇・配置育成・評価・教育・採用の各観点で推進すべき施策を定義するものであった。

このうち「教育」については、2002 年度より既に運用していた役員候補育成プログラムが

存在したため、それを活用しつつ並列でコースを増やすことが想定された。 

 

2005 年度は複数の他日本企業ヒアリングを通じた全体計画の更新と具体的な施策実行へ

の準備に費やされた。同時に、グローバル人事部は全体計画の項目の中から優先順位が高い

施策として、職務等級評価（職務等級設定の前提として必要となる、各国法人の職務難易度

の相対評価）に取り組んだ。外部コンサルタントを活用し、これまで買収した海外企業の管

理職層までを対象に、多数の海外拠点ヒアリング等で実態調査し、2006 年度までかけて実

行を完了した。この施策を通じ、海外の主要ポジションについて、日本との相対的関係も含

めて把握する素地が構築された。しかし、整理された職務等級を何にどの程度使用するかに

ついては、事業部門と人事部門との合意形成が難航した。事業部門が提起した問題は、「国

を超えて職務を共通で評価し、それを元に適材適所の人材配置を目指すにも、当社には異動

させるほど十分な人材が質・量共におらず運用できない」というものであった。最終的に、

A 社ではある規模以上の海外グループ会社は日本で報酬を決めていたため、毎年の報酬会

議で海外幹部の報酬水準の妥当性を検証する補助材料として、この職務等級が同年度以降

使用されるようになった。グローバル人事部では、続いて各職務にふさわしい人材がどこに

いるかを検討すべきと考え、そのため新たにグローバル共通でのコンピテンシー（人材評価

の物差し）を導入すべきと提起した。しかし事業部門は「コンピテンシーなどで人は測れな

い」と強く懐疑的な姿勢を示し、具体的な人材評価やその指標づくりに着手することは出来

なかった。 

 

2007 年度からは、AD1 の発案で、グローバル人事部が欧州と米国を訪問し、主要会社の

人事マネジメント層を参加者としたグローバル人事会議を開催することとした。ここでは、

本社・海外法人それぞれの人事が考える方向性と各社の課題を討議した。2007 年度と 2008

年度にこれを年二回実施し、結果として本社と海外現地法人の人事主要メンバーが初めて

面識を持ち、相互の人となりと利害関心の理解が一定程度進んだと認識された。しかし具
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体的な施策実行は進まなかった。そこで 2008 年度には、各地域の人事責任者を任命した。

例えば欧州では、最大の海外子会社だったオランダのグループ会社の人事トップに欧州人

事責任者を兼務させた。本社の意図は、人事関連の指揮命令系統に地域軸を導入すること

で、GTM の具体的な施策実行を加速することであった。但し、地域人事責任者に各現地法

人への命令権限は付与せず、あくまで情報リエゾンとしての役割を提示した。結果として、

人事担当役員と欧州人事責任者が年に三回直接面談する等、接触の頻度は増加した。グロ

ーバル人事部と海外現地法人の人事との議論では、総論は賛成として毎回の会議自体は平

穏に終わりつつ、具体的な制度設計の話題については進展を得られなかった。特に、日本側

から海外に人事関連のデータを要求した際に、海外側がデータを提出せず逆に理由と必要

性を質し議論となって時間が経過し、また日本だけ制度が違う部分について、日本側の人

事制度の変更有無をめぐって海外側から質問への回答と議論が求められ、検討が停滞する

事態が発生した。例えば、あるグローバル人事部スタッフは、海外現地法人の人事部門との

調整について、下記のように述懐している。 

 

“毎年同じことを書いて取り組み続けている状態でした。やりたい、こうすればいいだろうというと

ころまで話をしているが、実際に制度を変えようとか、人事データベースを作ってしまおうとか、人

を異動させようとか、シェアードサービスセンターにしようとか、実地に踏み切ることがありません

でした。それはなぜかといえば、現地との調整がうまくいかなかったのだと思います。相手側が警戒

するということも含めて。会議では「そうだね、やろう」となるのだと思いますが、「いつまでにこれ

を出せ」と言うと出てこない、「こういう理由で出せない」ということが続く状態です。” 

（A 社推進チームスタッフ） 

 

2008 年には、AD1・AL1・スタッフ（後の AL3）が多数の外部企業のセミナーに参加す

る中で、ある企業において GTM に関するメニューの先進的な実践例の提示を受けた。紹介

されたソリューションの中で、彼らは同じコンテンツを組織内で多言語でグローバル共通

に展開できるインフラに関心を持った。当時彼らは経営から GTM 推進加速を要求され、一

方で事業部門及び海外現地法人人事との合意形成の困難さに直面し、突破口となる施策を

外部に探索していた。そこで、当該企業を外部コンサルタントとして招聘し、オンライン教

育も活用した人材育成プログラムの拡充をグローバル人事部内で検討し始めた。 

 

しかし各部門との合意が形成されない中、グローバル人事会議の立ち上げ以降 2008 年度

までに新しい施策は一つも実行されなかった。グローバル人事部のメンバーは、国内の事

業部門幹部および海外現地法人の人事部門への説得が成功しない中、推進を指示する経営

トップとの間で板挟みの状態に陥った。下記に示すように、当時の推進スタッフが精神的

に圧迫を受け強い負担感を持っていた状況が観察された。 
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“…そんなことを長く担当していて、精神的に非常に辛い時期がありました。海外の現場で火の粉を

浴びているというか、目の前の課題に一生懸命対応している方が良いと言うか。なかなか手応えがな

い時代が長く続きました。” 

（A 社元推進リーダー、AL3）） 

“…ひとりでよく心配になって愚痴っていました。AL3 にも「こんな状況で大丈夫なのでしょう

か」とよく言っていました。海外のメンバーは私が下っ端なので平気で文句を言うのだと思います

が、「そんなことができるか、何を考えているんだ」といったことを時々言われていました。” 

（A 社推進チームスタッフ） 

 

＜B 社＞ 

 同社は 2006 年度に GTM への着手を当時の会長を中心とする経営陣が決定した。担当組

織として、人財本部所属のグローバル人事部が新設された。担当役員（BD1、2009 年度よ

り BD2 に交代）の下に、米国駐在から帰任した海外事業経験豊富な人材（BL1）が部長と

して推進リーダーとなり、その下に専任四名のスタッフが配属され、他に兼任で五名のスタ

ッフが任命された。 

 

2006 年度に、まず BL1 はグローバル人事ミーティングを設置した。ミーティングは施策

実行を直接の目的としておらず、それまで不足していた本社と海外現地法人の人事に関す

る情報共有を目的としていた。具体的には、拠点ごとの話題や取り組み、本社側の考え方や

今後の GTM 取り組み意向等、狭義の GTM 検討に限らず現状を話し合う機会とされた。同

時に 2007 年度にかけて社としてどのような施策にどこまで取り組むか、全体計画が策定さ

れた。全体計画にはその後フェーズ 3（2013 年度以降）で検討実行に進むこととなる多数

の施策を全て含んでいた。 

 

2008 年度までには「コアタレントマネジメント」、「報酬」、「スキルマネジメント」等五

つのタスクフォースが組成され、全体計画に定義された GTM の個別施策の実行推進が委嘱

されていた。当時 B 社は最高業績を更新中で、2005 年に策定した 2010 年度を目指す中期

経営計画の中で、売上 5,000 億円・営業利益 500 億円という目標が公表されていた。GTM

は、その実現に向けた手段と規定され、グローバル共通で人材を処遇し育成する制度を現実

よりも先行して構築するよう、会長を中心とする経営陣からの指示が下りていた。しかし、

結果として 2009 年度まで GTM に関して具体的な施策は一つも実行されなかった。個別施

策の提案はプランとして詳細に練り上げられ、グローバル人事部およびタスクフォースか

ら経営に複数回上程されていたが、最終的に採用され実行が意思決定された提案は一つも

無く、全て課題が指摘され突き返された。理由として、2006 年の組織発足当初から、BL1

を筆頭とする提案側が準備した提案資料内容が、当時意思決定に多大な影響を持っていた

会長に受容されないものであったことが影響したと認識されていた。具体的には、文言の選
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び方やロジックについて細かい要求を掲げることが頻発していた当時の会長の期待する内

容と提案が合致せず、また課題指摘を受けるとそれを提案側で昇華させず安易に提案資料

に反映し独自性の不足が問題視される等、コミュニケーションに障害が発生していた状況

が観察された。事業部門等、会長以外の幹部層からは GTM 推進への反対意見は登場しなか

った。後に推進チームを引き継いだ推進リーダーは、当時の状況について下記のような理解

を示した。 

 

“提案しても通らずつき返されつき返され、そのうち担当者が疲弊し、そのうち人事のトップも変わ

って、人が変わり組織が変わり…。経営会議にも提案していますが、立ち消えており、「この結果どう

なったのか」がなかったようなものでした。…事業からはもっと早くやってほしいという意見が多か

ったです。そうした意見が多かったと思いますが、なかなか雰囲気的に抗えないところがありました。

…鶴の一声状態でした。” 

（B 社元推進リーダー、BL2） 

 

経営陣が提案を却下し再提案を受ける過程を繰り返す中で、2008 年秋にはリーマンショ

ックを契機とする景気後退が発生した。B 社の事業にも、2009 年度には前年比で売上が 16%

減少し、営業利益が 45%減少するなど大きな負の影響を与えた。このため社としての優先

順位が変更され、五つのタスクフォースは 2009 年度に解散となった。これは社内でもリー

マンショックの影響と認識された。BL1 は人事異動で米国の事業部門に異動し、他のグロ

ーバル人事部メンバーも他の部署に異動となり、グローバル人事部は一度実質的に解散し

た。 

 

その後、米国駐在で事業経営経験がある BL2 が推進リーダーとして 2010 年度より着任

した（フェーズ 2）。従来は五つのタスクフォースで幅広く GTM 関連メニューを網羅した

検討が行われていたが、BL2 は「コアタレントマネジメント」の検討のみを任務として受

任した。本フェーズでは前フェーズからのメンバー二名（他の人事業務兼務）とインドネシ

アから来た女性スタッフ一名（専任）の三名でチームを組んだ。着任後、BL2 は各部門の意

見に基づき、人事制度の整備よりも本社の日本人人材育成がより事業部門のニーズの強い

領域であると認識した。そこで BL2 は方針変換し、タレントマネジメントは後に取り組む

方針として、事業部門のニーズへの適合を意図して、海外で貢献できる若年層人材を育てる

プログラムの立案に取り組んだ。 

 

検討と準備の結果 2011 年度に、グローバル人事部は本社人材向けの育成プログラムであ

る Global Talent Development Program（GTDP）を開始した。GTDP の名の下で、新人

管理職を対象とした研修コースと、若手社員に海外経験を付与する目的での新人海外実習

が同時に開始された。これらの育成プログラムは、スキルや論理的思考などテクニカルな部
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分と、リベラルアーツ・価値観の共有といったソフトな要素から構成されていた。 

 

GTDP と並行して、グローバル共通での国際異動制度をはじめとした諸施策が検討され

ていたが、結果的に 2013 年度に推進リーダーが交代するまでに実行された施策は一つも無

かった。2010 年にはシンガポール現地法人が国際事業本社として設定され、日本を除く海

外拠点（米国・欧州・中国・東南アジア・中東）が全てシンガポールの管轄下に移管された。

そこでは現地人トップを中心に、多様なグローバル本社機能が構築されていった。その情勢

を受けて、推進リーダーである BL2 自身が、海外主導による GTM 推進への移行、特にシ

ンガポールへの人事の本社機能移転を予測していた。そのような背景も影響し、BL2 自身

が進め方に明確な指針を持てず何をどう進めるべきか迷いを抱えていた。フェーズ 2 を通

じて、何をいつまでに推進すべきか明確な方針は打ち出されず、また事業部門と推進チーム

の衝突を招くような無理な実行推進も行われなかった。 

 

＜C 社＞ 

C 社は 2006 年度より GTM への着手を当時の経営陣が決定した。担当組織として、人事

部とは全く別に、管理部門の管轄で海外事業推進室が新設された。人事部門は GTM に関す

る知識が無く不適任であり、かつ先例に捉われない検討が必要であるという理由で、検討か

ら除外された。担当役員（CD1）の下に、長期間海外駐在していた執行役員（CL1）が室長

として推進リーダーとなり、その下に専任二名（フェーズ 1 を通じ変動し、時により一名）

のスタッフが配属され、他に兼任で二名（同じく時により一名）のスタッフが任命された。 

 

2006 年度に、海外事業推進室はまず自組織が何をすべきかを検討し、グローバル人材育

成プログラムの発足に着手することを決定した。その理由は、人事制度を国境を越えて共通

化するのは難易度が高く、かつそれが必要な段階にはまだ至っておらず、また人材育成であ

れば共通化しやすく事業部門も受容しやすいという判断であった。海外事業推進室は 2006

年度内に同プログラムの検討を開始し、社内で各部署に説明しながら、経営の了解を得て予

算を確保し、2007 年度から実行に移した。このプログラムは、国内海外両方の人材を各拠

点から選抜して共通のトレーニングを行うもので、従来からあった国内人材向け海外トレ

ーニー制度を補完する形で、部長級向けと課長級向けの二つのコースを新設した。その内容

は、外部の教育研修会社に外国人のファシリテーター派遣を受け、三ヶ月に一度程度持ち回

りで日本・ドイツ・米国等の各国拠点に一回数十人で集まり、一週間集合研修を受けるセッ

トを半年から一年繰り返すものであった。初期段階では海外展開が進んだ事業部の事業部

長に推進チームは頻繁に意見を聞き、第一回目の育成プログラムはその事業部を中心に人

材選抜した。当該事業部長は育成プログラムが事業部の運営に資すると判断して、選抜と人

材派遣に協力した。 
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当時の中期経営計画には、グローバル人材育成プログラムが推進項目として記載されて

いる。しかし、プログラムは中期経営計画で提唱されるより前に実行されていた。当時財務

部長であった後の推進リーダー(CL2)は、財務部長として海外事業推進室からプログラムの

説明を聞いたが、財務部としては必要性を感じていなかったため同プログラムや同組織の

意義に疑問を認識した。しかし積極的に反対する理由も無いため特に反対意見を呈するこ

とはしなかった。社内では、施策が必要な積極的理由は感じないが、特に反対する理由も無

いという反応を社内各部門が共有していた、と認識されていた。 

 

2007 年度からプログラムを展開すると、米国人女性外部講師は参加者の高評価を受け、

研修参加者の意識と行動が研修後良い方向に変化したと認識される事例が蓄積していった。

具体的には、海外人材も自国の問題のみならず日本本社の視点も考慮するようになり、また

逆に日本人も海外現地法人に対してより効果的なマネジメントが出来るとする意見が海外

事業推進室に寄せられた。2008 年度からは、プログラムが良質で効果があるという認識が

社内に広まり、参加希望者が増加した。 

 

2009 年度から人事異動に伴い推進リーダーが CL2 に交代し、以降 2012 年度まで CL2

が海外推進部長となった。体制として、CL2 の下にスタッフが 3-4 名いたがいずれもテロ

対応等の海外関連他業務と兼務しており、人材育成プログラム運営以外の GTM 企画推進業

務は CL2 が一名で行った。2007 年度と 2008 年度とで人材育成プログラムが軌道に乗って

いたため、CL2 は赴任後早期にプログラムの成果と今後の方向性を整理し経営会議に報告

した。詳細部分の質問はあっても、反対意見やプログラムの必要性に関する疑義は一切提起

されなかった。経営陣からプログラムが必要なもので継続すべきとの承認を得て、CL2 は

プログラムの継続運営と改善に注力した。2010 年度には、参加者と周囲を含めた社内アン

ケートを行い、回答上一定の改善成果が観察される旨を経営会議に報告した。 

 

2011 年度には、2012 年度から 2014 年度の中期経営計画を策定した。これに合わせ、海

外事業推進室は人材育成以外も含めて、GTM 全体として取り組むべき施策を包括的に検討

した。CL2 はコンサルティング会社を複数使い、関連ベンダーの話を多数聞いた。その際、

事業部門のニーズではなく、ソリューションの選択肢を学習することから優先順位が検討

された。CL2 は当時考慮すべき要素を下記のように認識していた。 

 

“事業部から入るというアプローチもあったと思いますが、それは複数拠点にまたがるのでやりづ

らいし、ニーズを確認していくとその事業部だけのものに偏ってしまいます。そのため事業部アプロ

ーチは取りませんでした。 

…うちは育成から入りましたが、 「次どこに行こうかな」と言う選択を、「何もやらないわけには

いかないよね」という問題意識で、次にやることを探していました。” 
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（C 社元推進リーダー、CL2） 

 

CL2 は、将来の海外事業拡大に伴い人材の国際流動化が不可欠となった場合に備えた、

GTM の諸制度整備を経営会議に提案した。その中核にはシンガポールに国際人事本部を移

転する案を据え、駐在員の海外勤務規定、出張旅費規定等もコンサルティング会社を活用し

具体的な制度案設計を行っていた。しかし、大胆な提案にも関わらず事前に関係者の同意を

得ておらず、議論は活性化せず提案が採択されることはなかった。また海外拠点も複数巡回

し、同プランと新しい駐在員規定等の詳細案を説明した。しかし CL2 は海外現地法人の人

事担当と個人的な面識を持っておらず、また提案説明に際して単身で海外拠点に赴き、事前

の折衝なく現地法人の関係者を集めて素案をその場で説明し提案するアプローチを取った。

結果として、現地法人の賛同を得ることは出来ず全体計画上の施策が実行に移されること

は無かった。当時社内では、CL2 の検討推進手法に対して批判的な認識が存在していた。 

 

“ベストプラクティスが大好きでそればかり研究していて、それは良いのですが、うちの会社に合う

かどうかというところか味噌であって、それはお金をかければ何でもできるが、本当にそれがうちに

合うのか、必要なのかが問題です。一番効率の良い方法で、どれを会社としてプログラムとして組み

合わせるかのデザインが重要なのに、ずれていると思います。 

…（例えば駐在員規定の変更）はやり方がへたくそでした。私はそのとき駐在員だったのですが、

「こういう風にしたいと思っています」と一人で説明に来ました。そうしたら、給料を下げる話だっ

たので反対意見でボコボコにされてしまいました。突然説明にきて、「これでいいでしょうか」などと

いってもそうなるのが当たり前だと思います。そうした下手なやり方をして止まってしまいました。” 

（C 社推進リーダー、CL3） 

 

2012 年度には、CL2 はあらためて人材の可視化が必要と考え優先的に検討した。外部ベ

ンダーから情報収集して IT ツールを学習し、クラウド型で安価なツール導入を検討した。

大規模な導入には多額の投資と事業部門の本格的な賛同が必要となると考え、CL2 はまず

小規模拠点でテスト導入し経営に成果を見せることに注力した。具体的には、CL2 はツー

ル機能を活用したコスト削減の可能性を訴求してシンガポールと上海の各拠点長に了解を

得、また担当役員の口頭決裁を得て、上海とシンガポールでのテスト稼働を実現した。 

 

＜F 社＞ 

 F 社では間接部門機能を司る業務本部が GTM 導入とそのための新組織設置を提案し、

創業者一族である会長を中心とした経営陣が意思決定し、2014 年度第二四半期より本格的

に着手した。同社では、提案を主導した担当役員（FD1）の下で人事部長が補佐役となり、

FD1 が就任した 2013 年度から翌 2014 年度にかけて、業務本部として各部門に現状の課題

認識に関してヒアリングを行っていた。その中で、事業横断での人事異動の不在の課題、お
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よび機能ごとに分断した教育部門の統合整理と質の向上の必要性が事業部門及び機能部門

より提起されていた。FD1 と人事部長は専任組織による管轄が妥当とする共通意見が社内

に存在すると認識した。 

 

これらの情報を踏まえ、担当専任組織として業務本部の管轄で新組織を 2015 年 4 月に新

設することが提案され会長以下経営陣が了承した。海外駐在経験と技術部門でのグローバ

ル教育企画経験がありメキシコに駐在していた理事補（FL1）が推進リーダーに任命され、

2014 年 10 月に赴任先から帰任した。FL1 の下には二名の専任スタッフが配属された。FL1

とチームは全組織長にヒアリングを行い、改革実行を周知し協力を要請すると共に、推進チ

ーム内で社として取り組むべき GTM 関連施策の項目と時間軸を整理した。2014 年 12 月

には、グローバル統合での教育に対する要望の強さをヒアリングより抽出し、ものづくり会

議で全社課題として発表し承認を得た。そして FL1 を検討リーダーとし、全機能から代表

を抽出した 13 名の部門横断タスクフォースチームを設置された。タスクフォースは 2015

年 2 月にキックオフを行った。 

 

 部門横断タスクフォースを公式の委員会組織とする選択肢もあったが、FL1 は稟議や予

算承認による遅延を避ける意図でより柔軟性の高い検討体制を選択した。各部門のタスク

フォースメンバーは全て兼任で、課長級（一部部長を含む）の実務に精通した人材を選任し

た。検討期間を 2015 年 2 月から 2015 年度の上半期までの半年間に設定し、月一回三時間

の会議で、メンバーには各回に事前の材料提出を依頼し、事務局が集計と仕組みの仮案作成

を行い、討議の場でその是非を討議する形式とした。タスクフォース検討では、秘匿性が低

く既存取り組みが各部門で一定程度個々に進捗している人材育成プログラムを対象とした。 

 

 検討にあたって、FL1 と推進チームは以下の点に留意した。第一に、各部門で既に稼働し

ているプログラムを最大限に活用するため、それを横比較し全体像を可視化して、一定のひ

な形を準備することとした。第二に、研修コンテンツを一度作りこんだ後も、カスタマイズ

や継続的な更新は各部門がその後自主継続的に行う前提で、専任組織は情報共有と不足点

の補完のみを長期的な任務とする形式とした。第三に、そうした手法で課長級向け研修まで

は対応可能だが、要望された執行役員級までの上級プログラムにはノウハウや前例が無く

対応できないため、これらは外部大学と共同でプログラム開発を新規に行うこととした。

FL1 は人材育成プログラムを取り出して先行し部門横断で検討する形態を選択したが、そ

の背景には、過去の技術部門での部分的なグローバル人事制度構築の経験から、反対意見が

少ない分野での成功例を早期に提示することで、組織内の潜在的な反対を抑制する意図が

存在した。海外現地法人の人事からも検討の詳細に関する情報提供の要望が寄せられたが、

半年間の検討後に内容説明を含め展開するスケジュールとした。 
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一方で、国際異動・等級制度・人材データベース・処遇方針等の多様な施策も全体計画に

含まれていた。FL1 はこれらについては人事部門中心に別の検討チームを組成し、経営幹

部層と共に社内一般には秘匿された形式で順次検討することとした。個別施策に関して不

足する専門知見については、人事制度に精通した外部コンサルタントの活用で補完する方

針となった。育成プログラムの設計は 2015 年上半期中に、その他の施策は個々に具体的な

起源の設定は無いが一年から三年以内に実行を終了するよう、経営陣から要望が推進チー

ムに与えられた。以上の過程を通じて、事業部門及び各機能部門から、推進反対意見や情報

提供・検討メンバー供出への抵抗に推進チームが直面する事態は発生しなかった。DL1 は、

今後育成プログラム以外の領域に検討が進みその成果が実行に移される段階に至れば、各

部門からの詳細に対する要望や反対意見が増加すると予期している。しかし、経営陣と合意

した方針として、展開対象を展開が比較的容易な事業部門と関連グループ企業に限定し、有

力事業部門は推進チームと並行で自らに最適な制度案設計を委任され、最終的に推進チー

ムの制度案を採用するかは一部を除きその自主性に任される形式としたため、DL1 はほぼ

間違いなく三年以内に全ての施策の実行が完了すると認識している。 

 

＜G 社＞ 

G 社では創業者一族である会長の強い推進意思の下で、2014 年度から 2016 年度の中期

経営計画において、本社人材のグローバルでの活躍拡大と、グローバル全体で現地採用社員

が活躍できる環境作りが目標として設定された。中期経営計画を受け、人事総務部において

人事部長（人事プロパー）と人事課長（元海外駐在で、その二年前から人事に異動）が推進

リーダーとなる形で、部門の定常業務としてスタッフとして部員二名を活用し、中期経営計

画の実現を推進するために 2014 年度より GTM に取り組むこととなった。進捗は予算実績

と共に部門の年度計画のレビューの一部として経営会議で半期ごとに、実績と次期見通し

等を報告し確認を取る形式となった。 

 

推進チームは、まず外部セミナーに積極的に参加し、外部コンサルタント等からの情報収

集を踏まえて全体計画を立案した。挙げられた多様な施策の中でまず人材育成が優先検討

項目とされ、同分野が先行検討対象となった。会長から推進チームに対し、これまで国内中

心だった人材育成をグローバル共通化するため、現状整理と 2015 年度からの育成プログラ

ム実行計画を作成するよう指示が出た。その計画を作る段階で、推進チームは海外各拠点か

ら教育関連ニーズをヒアリングした。各拠点での教育は拠点単位で個々に実施していたが、

本社の支援を受けたより大規模で統合的な現地人材向け教育訓練ニーズがヒアリングで提

起された。この要望を反映し、2014 年 10 月に推進チームは海外現地法人向け人材育成プ

ログラムを計画した。同社の海外では 1 月からが会計期間であり、これに合わせ 2015 年 1

月から同プログラムの展開をまず数拠点で開始した。 
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背景として、G 社では海外現地法人における人材不足の深刻化が認識されていた。同社で

は日本から派遣する海外駐在員は年々増加し 200 名を超え、出張も年間 1,400 件を超えて

いた。設備担当等はほぼ常時日本にいない状況で、国内オペレーションにも支障をきたす中

で、海外現地法人で駐在員を代替可能な現地人材の確保が事業部門及び機能部門からの緊

急要望として人事総務部に寄せられていた。 

 

推進チームでは、事業部門において海外現地法人に所在する現地人材の能力や適性を把

握できていないことを、次に取り組むべき課題として認識した。会長からは、2015 年度内

に海外現地人材の実態把握を完了するよう指示が出た。推進チームはこれと並行し等級制

度のグローバル統一化を実行する意図で、その両方の検討を進めている。但し等級制度の完

全な共通化はグループ企業個別事情の反映が難しくなるため、一定の共通枠組みの範囲で

あれば詳細は個別設定を許容する設計を企画している。同時に、海外現地法人社員の現地幹

部候補としての育成の一環として、彼らを本社に一定期間派遣し育成を図る「逆駐在」制度

の導入に向け、詳細を検討している。検討においては、個々に必要に応じて組織横断で非公

式で部門横断のタスクフォース組織を設け、各部門ニーズの聞き取り、推進チームが用意す

る素案の微調整等を行っている。さらに、推進チームは育成プログラムの上層幹部向けの拡

張等五つの検討項目を推進中で、これらの多くが 2016 年度内、一部は三年以内程度で実行

が完了すると認識している。 

 

これらの GTM 関連の施策に対して、事業部門及び機能部門から反対意見は推進チームに

対して一切寄せられていない。各部門に対しヒアリングを行う中で、推進チームはむしろ例

外なく検討実行を加速するよう要請を受けていた。但し推進チームでは、今後育成プログラ

ムや等級制度の共通化を進めていく過程で、海外現地法人の日本人幹部から、自主独立性が

阻害されたと感じ抵抗が発生する可能性があると認識していた。 

 

５－３－３．観察された要因群 

 

データから、GTM の採用後の実行推進が当初から障害に直面せず円滑かつ迅速に進んだ

事例（事例 F・G）と、停滞した事例（事例 A・B・C）のそれぞれについて、実行速度と論

理的なつながりがある要素として、帰納的に 15 要素が観察された。15 要素について、記述

整理のためこれらに当該要素が関連する主体に応じて六つの大項目を付した（表 5－５）。

以下、15 要素に関する観察内容を順番に記述する。各項目は関連事象が観察された事例を

全て網羅しかつそれについてのみ詳細を記載し、記載が無い事例については当該要素が観

察されなかったことを示す。 

 



 

 

表 5－4：各事例における GTM 採用後の、施策実行における推進と非推進（Decoupling）への影響要因 

関連要因 各事例における観察結果 

大項目 小項目   早期着手セグメント 

（意図せざる不実行有り） 

後期着手セグメント 

（意図せざる不実行無し） 

影響度 影響 A B C F G 

A.経営トップ

（社長） 

(1)経営トップの推進意思 大 促進 ○ ○ ○ ○ ○ 

(2)経営トップの検討への直接指示 大 阻害/促進 × ○（阻害） × × ○（促進） 

(3)経営トップの絶対的権威（創業家出身） 小（軽微） 促進 × × × △ △ 

B.（経営トップ

の影響下にあ

る）企業全体 

(4)中期経営計画における GTM 推進の明記 大 促進 × × × ○ ○ 

(5)担当組織への大規模な人員投入 大 促進 × △ × ○ ○ 

(6)公式な部門横断検討体制 大 促進 × × × ○ ○ 

(7)現状の人材・人事制度の弊害の認識 大 促進 × × × ○ ○ 

(8)GTM と関連する企業ビジョンの提示 小（軽微） 促進 △ △ △ △ △ 

(9)実験的手法を許容する慣行 小（少数） 促進 × × × ○ × 

C.担当役員 (10)担当役員の推進意思 大 促進 ○ ○ ○ ○ ○ 

D.推進リーダ

ー 

(11)推進リーダーの推進意思 大 促進 ○ ○ ○ ○ ○ 

(12)推進リーダーの推進手法における工夫 大 促進/阻害 × ○（阻害） ○（阻害） ○（促進） × 

E.事業部門 (13)事業部門の検討推進ニーズ把握とその反映 大 促進 × × × ○ ○ 

(14)現場における関連課題の改善ニーズの存在 大 促進 × × × ○ ○ 

F.その他 (15)事業を毀損する外部緊急事態の発生（景気悪化） 大 阻害 ○ ○ × × × 

「○」：比較表を作成した結果、当該事例で小項目の要素が観察され、文字データ・文献データで実行速度との論理的な強いつながりが観察されるもの 

「△」：比較表を作成した結果、当該事例で小項目の要素が観察されたが、文字データ・文献データで実行速度との論理的なつながりが微弱であるもの 

「×」：比較表を作成した結果、当該事例では小項目の要素が観察されなかったもの 



 

 

A.経営トップ 

第一に、経営トップの意思や行動に関して、GTM 実行の促進阻害との論理的つながりが

観察される以下要素が存在した。 

 

（1）経営トップの推進意思 

 全ての事例で、経営トップ（事例 A・B・C における社長、事例 F・G における会長）を

含む会議体が担当組織に対して実行推進を指示し、定期的に進捗を報告させるプロセスを

取っていた。いずれの事例でも、経営トップによる進捗管理と追認は、施策実行推進を組織

内で正当化し、推進チームが実行推進を継続する前提として認識されていた。 

 

（2）経営トップの検討への直接指示 

 事例 B では、推進チームの施策内容提案に対する経営トップ（当時の会長、創業家一族

ではない）の否定が連続したことが、実行推進を阻害した経緯が観察された。提案の会議体

では、他役員が会長の意向を強く尊重し、個々に意見を述べず会長の移行を追認していた。

提案の却下理由は明確に記録が残されていないが、提案内容の文言選定やロジックの質に

関する完成度の不十分さ、及び提案側の真剣度に対する疑義が呈された場面の存在から、提

案内容と提案姿勢に関する双方の期待に齟齬があったことが背景として推定される。 

 

 また事例 G では、創業者一族である会長が実行の優先順位に関して、期限と取り組むべ

き施策を指示していた。具体的には、2014 年度上半期中に海外現地法人の人材育成プログ

ラムの実行計画を策定する、2015 年度中に等級制度を導入する、等の指示が推進チームに

下った。経営トップによるこのような指定は、推進チームの責任を明確にし経営幹部に周知

することで、実行を促進したと認識された。 

 

（3）経営トップの絶対的権威（創業家出身） 

 後期採用事例である事例 F・G において、経営トップが創業家でありその意見が組織内の

意思決定において強い正当性と影響力を持つことが、それ自体では影響は軽微であるが、経

営トップの推進意思（要素（1））の影響力に一定程度貢献していたと認識された。 

 

B.（経営トップの影響下にある）企業全体 

第二に、経営トップ個人の要素ではないが、組織全体で共有される共通認識や全社戦略方

針・組織・制度に関連する、以下要素が観察された。 

 

（4）中期経営計画における GTM 推進の明記 

 後期採用事例である事例 F では、2014 年度から 2016 年度にかけての中期経営計画にお

いて、グローバル人事制度の整備推進が全社目標として明記され、それが全社で協力し実行
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を推進する前提の名目として機能したと認識された。同社ではそれ以前に 2011 年度から

2013 年度の中期経営計画においても、経営企画が中心に同様の項目を注力事項として企画

し、外部大学とコンサルタントを活用した GTM 推進を提案していたが、当時の業務本部長

に反対され立ち消えとなった経緯があった。当時の提案に対して事業部門及び機能部門に

も賛成意見は多数あったため、再提案が明文化されることで、会長以下経営陣の承認が

GTM の早期実行を促すと期待する意見が各部に存在した。 

 

 同様に後期採用事例である事例 G でも、2014 年度から 2016 年度の中期経営計画におい

て GTM 推進が人事総務部の達成すべき業務として明示的に設定された。中期経営計画に組

み込まれることで、GTM 施策実行が定常の年次予算計画及び年次予算進捗の定期レビュー

における討議対象となり、人事総務部が GTM 進捗を経営に報告し確実に進捗させる義務を

負ったとする認識が社内に浸透した。予算確保と責任の明確化は、他部門の協力確保を促進

し GTM 推進の前提として機能した。 

 

（5）担当組織への大規模な人員投入 

後期採用事例である事例 F・G では、中期経営計画で正式に業務目標として GTM 実行が

採用されたこととも連動し、事例 F で専任三名（推進リーダー含む）・他部門兼任 13 名、

事例 G で専任三名（推進リーダー含む）・人事を含む他部門兼任多数（都度の協力）と、表

５－１の記載の通り相対的に多数の人員が投入された。多数の人的リソース投入はタスク

処理を迅速化し実行加速に貢献したと認識された。 

 

一方で、早期採用事例である事例 B においても専任 5 名（推進リーダー含む）・他業務兼

任五名と多数の人員が推進チーム及びタスクフォースに投入された。これは GTM 全体設計

及び個別施策の提案準備を加速したと認識されているが、要素（2）で述べた経営トップに

よる提案の連続的却下に阻害され、結果としての GTM 施策実行の加速が同時に観察される

状況は存在しなかった。 

 

（6）公式な部門横断検討体制 

 後期採用事例である事例 F においては、各主要部門を代表する課長級程度の実務に精通

した人材を集め、着手後半年後に部門横断のタスクフォースを設置した。経営陣が承認した

公式会議体であり、期限（半年間）と成果物（既存コンテンツを活用した管理職以下向け人

材育成プログラムの設計）も明確に設定し、各部門が参画して詳細決定する体制を構築した

ことで、反対意見の吸収が容易となり実行が促進されたと認識された。 

 

 同様に後期採用事例である G でも、非公式ではあるが施策ごとに部門横断のタスクフォ

ースを設置し、各部門ニーズの聞き取りと推進チームが用意する素案の微調整等を行って
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いる。GTM 実行の中期経営計画における明文化（要素（4））は、各部門がこれに協力すべ

き正当性の認識を強化する意味で、このような連携の実現に資すると推進チームは認識し

ている。タスクフォースは、要望の反映・反対意見の吸収・施策の質向上に貢献する点で、

GTM 実行の加速に貢献していると推進チームは認識している。 

 

（7）現状の人材・人事制度への問題意識 

 後期採用事例である F では、その解決策が GTM であるか否かとは関係なく、現状の人

材および人事制度に対する問題意識があり、事業部門及び機能部門の中で強く共有されて

いた。具体的には、日本からの出向者が海外現地法人で現地を指導しながら問題に対処し事

業を拡大する従来の手法では、出向人員が不足しかつ現地人材の育成速度が遅すぎるため

オペレーションに支障が発生しつつあるとの認識が2010年前後から強まっていた。さらに、

海外現地法人の組織能力向上に伴い、現地での開発活動を高度化しマネジメントする人材

が不足しているとする問題が認識されていた。このような問題認識とその解決の必要性は、

GTM 着手前の中期経営計画（2011 年度から 2013 年度）策定時にも、現場スタッフ社員全

員を巻き込んだワイガヤ活動で多数意見として登場していた。このような問題意識は、GTM

実行開始が事業部門及び機能部門にとっての問題解決というメリットをもたらす認識に連

動し、そのような背景の中で GTM 実行への各部門の協力姿勢と期待が醸成された。 

 

 同様に後期採用事例である G でも、海外現地法人における人材不足の深刻化が認識され

ていた。同社では日本から派遣する海外駐在員が限界近くまで増加し、出張による海外現地

法人での課題解決の多発が国内オペレーションにも支障をもたらす状況となり、現地人材

を育成し有能層による現地管理を可能とする体制支援が、事業部門及び機能部門から要望

として挙げられていた。このような要望の存在を背景に、GTM 実行において各部門は検討

に対し情報提供及びニーズの提示を通じ積極的に協力した。 

 

（8）GTM と関連する企業ビジョンの提示 

 全ての事例において例外なく、グローバルな事業展開とそれを可能とする人材活用の推

進が、企業の長期ビジョンの一要素として記載されていた。特に事例 G では、2011 年度に

創業家一族である会長が、新たな経営ビジョンを提示する中で事業のグローバル化とグロ

ーバルでの人材最適活用を明記したことが、大きな変化と組織内で認識されていた。いずれ

の事例でも、企業ビジョンでの GTM と合致する抽象的項目の記載は、間接的に GTM 実行

の正当性を提示する機能を持っていたと認識されていたが、同時に企業ビジョン自体は抽

象的な方向性を示す存在であり、具体的な検討活動における拘束力を有していないと認識

された。 

 

（9）実験的手法を許容する慣行 
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 後期採用事例である F においては、主要事業部でそれぞれグループ企業を構成し、各グ

ループで異なる人材育成・等級制度等を許容していた。その背景には、各事業は独立性を持

って個別に最適解を模索し、相互模倣も含め最終的に最も適したものをそれぞれが選択す

るべきとする経営思想があった。中央集権的な一律手法の押しつけの忌避から、複数手法を

意図的に実験させることが容認され、GTM についても会長以下経営陣はあえて主要な一事

業部門についてのみ措置を施し、もう一つの主要事業部は別個の制度設計を許容した。この

ような並行実験手法の中で、自主性を与えられた事業部門は中央主導の GTM 実行に関与せ

ず、むしろ観察し学習する姿勢を取り、変革への抵抗が発生しなかった。 

 

C.担当役員 

 第三に、いずれの事例でも GTM 推進の担当役員が任命されたが、当該役員に関する要素

も一部 GTM 施策実行の促進に影響を与えた。 

 

（10）担当役員の推進意思 

 全ての事例において、担当役員が GTM 実行推進意思を堅持し、それが施策の実行推進に

貢献していたと認識された。 

 

D.推進リーダー 

 第四に、推進リーダーに関して、GTM 施策実行と関連する以下要素が観察された。 

 

（11）推進リーダーの推進意思 

 全ての事例において、推進リーダーが GTM の実行推進を達成すべき自らの職務責任とし

て認識し、自らの考え得る限り実行を加速する方法を工夫する努力を継続していた。一部の

早期採用事例（事例 A の AL2、事例 B の BL2）においては、推進リーダーが実行推進への

抵抗と困難さによるストレスを受け、推進を指示する経営と推進に反対する他部門との板

挟みの状態に自らがあると認識し、精神的苦痛を受けていると自ら認識していた期間も存

在する。しかし、いずれの事例も推進リーダーは組織における自らの業務責任を重視し、苦

痛を認識しても GTM 実行推進の努力を継続していた。 

 

（12）推進リーダーの推進手法における工夫 

 早期採用事例である B・C において、推進リーダーが選択した推進手法が実行推進の阻害

要因となっていたとする認識が、推進リーダー本人以外の当事者の間に観察された。事例 B

のフェーズ 1（2006 年度から 2009 年度）では、BL1 による経営トップへの GTM 推進提

案内容とそのコミュニケーションの質が、特に文言の選択やロジックに関して会長に問題

視される状況が継続し、当時の経営陣からの承認を得られずに進捗が停滞した。事例 C の

フェーズ 2（2009 年度から 2012 年度）では、CL2 による経営陣および海外現地法人への
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施策提案において、事前の周知徹底・検討への事業部門の巻き込み・有力者同席による支援

確保等の説得手法が欠如していたことが、経営陣および事業部門からの提案に対する不賛

同に影響したと認識された。一方で、事例 F では、推進リーダーである FL1 が過去の自部

門における類似改革経験に依拠し、予想される組織内の反対と対処方法を事前に精緻に検

討していた。FL1 に関して、部門の意見吸収と巻き込みを意図した部門横断公式タスクフ

ォースの組成、早期の明確な成果提示による協力の拡大、反対を招きやすい施策の秘匿検討

化等、推進の阻害要因を回避する方策を重視する認識と行動が観察された。 

 

E.事業部門 

 第五に、事業部門に関係する要素として、意図せざる不実行が発生した事例とそうでない

事例との間の以下の差異が観察された。 

 

（13）事業部門の検討推進ニーズ把握とその反映 

 後期採用事例である F・G では、推進チームが検討の初期段階で制度の受益者である事業

部門のニーズ把握をヒアリング実施を通じて行い、その要望を検討し基本的にそれに依拠

する形で推進施策の内容詳細化と優先順位づけを行った。ヒアリングを通じ各部門の実情

に関する情報が提供され、実行前に施策案の実用性を確認し微修正する討議が可能となり、

また要望を反映するプロセスを通じ各部門が検討に参画した実績が組織内で共有された。 

 

（14）現場における関連課題の改善ニーズの存在 

 後期採用事例である F・G では、推進チームの検討に関わらず、事業部門及び機能部門に

おいて、海外現地法人のオペレーション及びそれを管理する本社側人材の運用に関して、早

期に改善を要する問題が発生している自己認識が存在した。いずれも海外現地法人の高度

化と重要度上昇に伴い、日本人社員による駐在と出張に依存した手法ではマネジメントが

いきわたらず、現地人材も登用し活用した体制の構築が不可欠と認識され、具体的な課題エ

ピソードが事業部門及び人事部門で共有されていた。課題が存在する中で、GTM はこれに

対する本社主導の組織的な解決策として受益者に認識された。 

 

F.その他 

 第六に、組織内部に関係する要因でなく、組織外の発生事項で GTM 実行推進に関連が観

察された事象として、以下が存在した。 

 

（15）事業を毀損する外部緊急事態の発生（景気悪化） 

 2008 年 9 月のリーマンショックに端を発する世界的な景気後退は、多くの企業の業績及

びその将来見通しに大きな影響を与えた。早期採用事例である事例 A・B において、2008

年度及び 2009 年度は検討のフェーズ 1 からフェーズ 2 の移行期にあたり、かつ当時の決算
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業績に大きな負の影響を与えた。両事例では、景気後退に対応した投資抑制の必要性が強く

経営陣に認識され、GTM 検討への多数の人員投下及び経費計上を忌避すべきとする、優先

順位の変更が 2009 年に経営陣により決定された。両事例とも GTM 検討の完全な停止には

至っていないが、事例 A ではリーダーが AL2 に交代しつつ推進チームは維持されたが、

2009 年度は経費をほぼゼロに、それ以降も数年間経費が少額に抑制された。事例 B では当

時の検討チームが一時解散し、メンバーが一部を除き他部門に異動となり、リーダーを BL2

に交代してより小規模のチームが組成された。フェーズ 2 では検討対象が大きく絞り込ま

れ（フェーズ 1 の 12 施策に対し四施策）、経費が抑制された。これらの人員及び経費の変

更は、GTM の実行推進にあたり可能な活動の選択肢を狭め、大きく負の影響を与えたと推

進チームに認識された。 

 

 尚、事例 C も GTM 実行推進中に景気後退を経験したが、特殊なセグメントにおける事

業展開も寄与し、自社決算業績に対する悪影響が相対的に小さく抑えられた。データ中に同

景気後退の影響を示唆する要素は観察されない。後期採用事例である F・G は、景気後退の

影響を受け事例 A・B と同様に決算業績が悪化したが、いずれも GTM 採用が 2014 年度か

らであるため、GTM 実行推進に対する景気後退の影響は観察されない。 

 

５－４．考察と結論 

 

本章では、日本企業本社でのグローバル人事制度の実行過程における組織内の意思決定

プロセスを題材に比較事例研究を行った。検討の焦点として、採用決定後、速やかに施策

実行を推進する組織と、実行が遅延し施策採用済であるはずの名目と実態が乖離する状態

（Decupling）を呈する組織とが、何によって異なる反応を示すのか、影響要素を探索し

た。 

 

分析の結果、実行過程で事例間に差異が生じた点を整理すると、比較を通じ二つの事象

が観察された。第一に、早期採用事例の三事例について、例外なく「意図せざる不実行

（Unintended decoupling, Crilly et al., 2012）」の状態が観察された。本観察における

「意図せざる不実行」とは、経営陣と推進チームは実行推進を意図するが、結果として施

策実行が相対的に遅延し、かつ推進上の障害と停滞が推進者に明確に認識された状態であ

る。後期採用事例ではそのような状態は発生せず、より速やかに実行が実現していた。そ

して第二に、実行の遅速を分ける要因として、15 の要因が観察された。 

 

これらの結果は何を示唆するか。先行研究で議論された理論上の論点と関連して、本研

究には三つの示唆と理論的貢献がある。第一に、本データ分析結果は、制度採用時の採用

理由、特に実務的利益と制度的利益の二つのモチベーションのあり方とそれに基づく採用
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決定経緯が、実行の質に影響することを暗示している。具体的には、表５－４の結果表に

おいて、意図せざる不実行が存在した事例（早期採用事例 A・B・C）と、存在しなかった

事例（後期採用事例 F・G）の間で、明確な差異が二つ観察されている。一つは、事業部

門（大項目 E.事業部門）における施策へのニーズ有無である（小項目（13)事業部門の検

討推進ニーズ把握とその反映、(14)現場における関連課題の改善ニーズの存在）。推進が迅

速だった事例 F・G はいずれも事業部門がその現場で明確な業務改善ニーズを持ち、GTM

がその解決策として認識され、それを推進チームと共有していた。しかし意図せざる不実

行が観察された事例 A・B・C では、事業部門に対して施策推進の明確な理由とメリット

を推進チームが提示できず、事業部門及び海外現地法人人事からの協力を得ることが出来

ない状況が発生した。典型的な例として、事例 A において推進チームはニーズとメリット

の不在が事業部説得の失敗に影響した状況を以下のように述べている。 

 

“事業会社を越えたローテーションなどは、彼ら（事業部門）にとって全くニーズがなく、それを前

提とした人事情報の開示等は全く興味を持てず意味もないものです。かつ処遇を合わせるといっても、

事業本部ごとに収益状況も違い、個社や事業本部に対して事業の結果を求めて来るのに、処遇を合わ

せてどうするのか、と収益状況の苦しい会社は言ってきます。これはニーズがないですよね。” 

(A 社人事担当役員、AD4) 

“（事業部門からは）「余計なことをしてくれるな」という感じもありましたし、理想論を云っても

そんな人間がいるのかといった反応もありました。” 

（A 社元推進リーダー、AL3） 

 

 さらに、事例間の二つ目の明確な差異として、全社（大項目 B.企業全体）としての GTM

の実務的利益認識に基づく、施策推進の組織的後援の強弱が存在する（小項目(4)中期経営

計画における GTM 推進の明記、(5)担当組織への大規模な人員投入、(6)公式な部門横断検

討体制、(7)現状の人材・人事制度の弊害の認識）。事例 D・E ではいずれも事業部門の実務

的ニーズが認識された上で、それを反映する形で GTM 推進が中期経営計画において達成目

標として明記され、推進チームに相対的に多人数が投入され、部門横断検討体制が公式化さ

れていた。一方で、意図せざる不実行が観察された事例 A・B・C では、これらの要素がい

ずれも観察されず、これらの点での推進チームへの組織的支援は欠落していた。組織的支援

を公式化させるためには、それを組織内で正当化させる理由が必要となる。しかし、事例 A・

B・C では推進チーム自身が説得力ある正当化理由を持っていなかった。典型的な例として、

事例 A において推進チーム自身が施策を推進すべき説得力ある実務的理由を見出していな

かった状況が、以下のように述べられていた。 

 

“（GTM）をどう使うか、何のために使うか、ここが弱い状態でした。事業とのコミュニケーショ

ンもあるでしょうし、そうした目的意識は必要だったのですが。…（GTM が必要な理由は）急に抽
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象的になってしまっていました。適材適所とか、人材競争力を強化する、といったレベルです。事業

が世界に打って出る事業計画を作っているので、それに対して人事としてきちんと答えていく、「経

営戦略ありきでそれに対してパートナーとしてサポートしていく中で、それを支える仕組み、継続的

にグローバルな経営を戦略的に実行して行くような人材を確保できるような人事としての仕組み」で

はないか、というような抽象論の世界でした。” 

（A 社元推進リーダー、AL3） 

 

 事例 A・B・C いずれにおいても、データ中で GTM を何のために推進するかが不明確

な状態は、採用後実行の当初から継続していた。そして第四章で詳述した通り、これら事

例における採用時のモチベーションには、制度的理由が強く観察され、実務的利益に対す

る考量は相対的に微弱であった。一方で事例 F・G では、実務的必要性の観点での推進理

由が実行当初から明確に組織内で共有され、またこれは採用時のモチベーションである実

務的利益の考量を受け継いだ同内容のものであった。これらの観察は、採用時のモチベー

ションと連動した実務的利益の有無に関する認識が、時間軸の中でその後に直接連結する

実行初期段階でも、組織内で大きな変化なく引き継がれていたことを示す。そして実務的

利益の不在の認識と共に、実行過程における受益部門の非協力及び抵抗が観察された。こ

れは、先行研究がその可能性を指摘したように、採用の経緯と実行の質に相関関係が存在

することを示唆する（Kennedy & Fiss, 2009）。本データからは、早期採用事例におい

て、採用を促進した制度的関心の優越（実務的利益の不在の無視）が、実行段階で結果的

に阻害要因となった関係性が推察される。先行研究では、制度の受容・採用における説得

の対話は抽象的で外部から借用した理論立てが有効であるが、実行段階では具体的で実行

に即した必要があり、交わされるディスコースの目的と性質は背反するとする（Gondo & 

Amis, 2013）。本データは、採用を促進する意味認識が実行を阻害するという、Gondo & 

Amis（2013）が提示したパラドックスを実証的に支持するものと考えられる。 

 

そして、本研究の示唆と理論的貢献の第二点として、意図せざる不実行（Unintended 

decoupling または Emergent decoupling）の発生メカニズムに関する、先行研究の補完と

拡張が挙げられる。先行研究では、Crilly, Zollo & Hansen（2012）が多国籍企業におけ

る CSR 実行を題材に、意思決定層が推進を意図しても、事業部門等の各部署が実行を忌

避し、結果として採用した形式と実態が乖離する Decoupling が発生することを示した。

同研究では、各部署におけるローカル文脈の偏重と、雛型を忠実に実行する組織能力の各

部署での不在とが意図せざる不実行に関係する要素として挙げられた。本研究も、経営層

主導の方針に対する各事業の個別事情の偏重という点では先行研究と同じ内容を実証した

が、同時に、採用時の実務的利益に対する認識有無が組織内コンフリクトの有無に影響す

る過程を提示した点で、新たな要素を付加する。組織変化の実行の質が実行段階のみなら
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ず、それ以前の採用過程に影響を受ける過程を示したことで、本研究は組織変革の説明に

おける、変革の開始時点まで視野に入れた経時的変化検討の重要性を示唆している。 

 

さらに第三に、本研究からは推進リーダーが主導する実行の展開手法も結果に一定の影

響を与えることが示唆される。表５－４の結果表において、事例 B・C における推進リー

ダーの実行手法について、一定の手法の欠如及び不成功が実行の停滞と連動し、また事例

F について推進リーダーによる一定の手法の必要性の明確な認識と実行が、迅速な実行に

連動した関係性が観察されている（大項目 D.推進リーダーにおける小項目(12)推進リーダ

ーの推進手法における工夫）。制度的圧力を受けた施策採用の後の実行推進の可否には、

組織内の政治的な権力関係とその調整結果が影響を及ぼす（Bromley & Powell, 2012; 

Fiss & Zajac, 2004; Tilcsik, 2010）。組織内権力関係に関する先行研究では、組織内のアク

ターが他のアクターに影響力を及ぼすために、圧迫的な外見を隠し、正当性を打ち立て、

支援を得るために政治的戦術を活用するとされる（Pfeffer, 1981）。本データでは、Pfeffer

（1981）が提示する五つの政治的戦術の内、提起するアジェンダの意図的選択、支援者と

のアライアンスの形成、潜在的抵抗勢力との共同検討の三つの具体的戦術的について、事

例 B・C（Decoupling 有り）ではそれらが観察されず、事例 F（Decoupling 無し）ではそ

れらが観察される差異が存在した。この点で、政治的調整の成功が Decoupling の回避と

相関したとする前提に立てば、本データは先行研究の理論を肯定する結果を示している。 

 

本研究では組織内の意思決定プロセスに注目し、その中で事象への影響要因の観察有無

を検討したが、組織内外を含む他の要因が結果に影響した可能性が論理的には存在する。

この内的妥当性について、先行研究で議論された要素を中心に確認を行ったが、既述した

示唆に対する深刻な脅威は発見されていない。施策実行への主要な潜在的影響要因に対す

る検証・評価は、具体的には以下の通りである。 

 

第一に、組織外要因として、景気動向の変化及び経営危機の台頭が、資源配分及び組織

内活動の優先順位に影響を与える論理的可能性がある。本データの分析結果においても、

大項目「F.その他」の要素として、事例 A・B において検討推進の阻害要因として景気悪

化が観察された（小項目(15)事業を毀損する外部緊急事態の発生（景気悪化））。2008 年度

に発生したリーマンショックは景気悪化を招き、経営陣にとっての事業再生の優先度を上

昇させ、当該事項と関連が薄い GTM は投入資源（予算・人員）が減少し、それが推進の

阻害要因となった論理的必然性と当事者のそのような認識は事例 A・B で観察された。そ

の点で景気動向の変化及び経営危機の台頭は、制度的圧力の下で導入された施策実行推進

に対し一定の阻害要因となることが示唆される。但し、同事例においては 2008 年度以前

から数年間にわたり既にその後と類似した実行停滞が発生しその認識が存在していたこと

から、本データにおける結果を景気動向のみで説明することは不可能である。 
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第二に、景気動向と同様に、個別の企業業績が資源配分と組織内活動の優先順位に影響

する論理的可能性がある。本データの事例における、実行過程前後での企業業績では、各

事例で 2008 年度から数年間にわたり業績が低下している。しかし、景気悪化と同様に、

この影響を受ける以前から実行停滞と実行の迅速な事例が分化しており、業績（とそれに

連動し増減すると推定されるスラックリソースもしくは経営判断上の優先順位の変更）が

単独で本観察結果を説明することは出来ない。 

 

第三に、組織外との関係性の潜在的要因として、資源依存理論では、組織がその生存に

必要な資源を依存する外部ステークホルダーの意向や行動が組織行動に影響する点を問題

とする（Pfeffer & Salancik, 1978）。本研究の事例で検討した GTM 施策推進において

も、主要取引先や主要株主が施策実行に強い関心を持てば、実行推進過程がそれに影響さ

れる可能性が資源依存理論から示唆される。しかし、本データからは、実行推進に関係し

てこれら外部ステークホルダーに関する要素は観察されていない。これは、制度的圧力に

応じた採用では外部ステークホルダーが大きく影響するが、採用後の施策実行においては

それよりも組織内要因が影響するとする先行研究の観察と合致する（Chandler, 2014）。 

 

第四に、推進に利用可能なリソースに影響する関連変数として、企業規模が実行の遅速

に影響した可能性が論理的に存在する（cf. Beck & Welgenbach, 2005）。しかし、表５－

４が示す通り、本事例の対象となる企業規模群において、早期採用時期の中で相対的に売

上規模が大きい事例 A と小さい事例 B・C を比較した際に、実行の遅速やその発生に関す

る要因に有意な差は観察されない。同様に、後期採用時期においても相対的に売上規模が

大きい事例 F と小さい事例 G の間に有意な差は観察されない。従って本データからは、企

業規模の大きさがより潤沢な施策実行のリソースと相関し、施策実行を促進した可能性の

証拠は観察されない。 

 

第五に、推進方針に影響する関連変数として、経営トップの方針変化が実行の遅速に影

響した可能性が存在する（cf. Fiss & Zajac, 2004; 2006）。経営トップ自身が Decoupling

を志向し意図的にそのように組織を誘導する可能性もあり（Fiss & Zajac, 2006; Meyer & 

Rowan, 1977）、また経営トップ個人の制度への感受性と執着の違いは制度への組織反応に

影響する（Almandoz, 2014）ため、経営トップが交代することで推進方針が転換し優先順

位が変化する可能性もある。しかし本データからは、いずれの事例においても任期中に経

営トップが施策実行に関する指針を転換した事象は明示的には観察されていない。唯一事

例 B において、経営トップである当時の会長自身が推進の具体策提案を否決し続けた経緯

はあるが、その理由は提案の質に対する否定的反応であった。さらに、本研究の事例にお

いて経営トップ交代が契機で形式と実態の乖離が始まった時間的連続性は観察されていな
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い。表５－４が示す通り、全事例で経営トップの実行推進支持が実行推進の前提として存

在しており、その意味において経営トップの方針は実行推進に影響を持つが、結果が異な

る事例間の差異の説明要因としての証拠は本データには存在しない。 

 

そして第六に、本データにおいては、観察期間の長短による解釈の余地が存在する可能

性がある。具体的には、迅速な実行が観察された事例は二つ共に後期採用事例（事例 F・

G）であり、データに含まれる実行期間がそれぞれ 1 年と 1.25 年と短期間である。一方で

停滞が観察された事例は三つとも早期採用事例（事例 A・B・C）であり、「意図せざる不

実行」が観察されたフェーズまでを対象として区切っても、それぞれ 5.0 年・7.0 年・7.0

年と観察期間が相対的に長期にわたる。そのため、迅速な実行が観察された事例は着手当

初の組織内対立が顕在化する以前の状態で、今後意図せざる不実行が観察された事例と同

様に実行が停滞する論理的可能性は存在する。実際に、事例 F・G で観察期間中に着手・

実行された施策は、事例 A・B・C も含め事業部門の賛同を得易く実行が比較的容易と認

識されていた人材育成である。インタビューでも、推進リーダー自身が今後組織内のコン

フリクトがより強まる可能性を想定していることが示される。データ期間の制約から、事

例 F・G の今後の推移を完全に予見することは不可能であり、本研究の分析結果はこの留

保を付して受容する必要がある。但し、データの範囲でも、事例 F・G では事例 A・B・C

では観察されていない、推進実行を論理的には促進する要素が観察されている。具体的に

は、事例 F・G では表５－４の大項目 B.に示される組織横断での公式協力体制が存在し、

大項目 E.に示されるように事業部門の抵抗も存在しない。これらの点で、事例 F・G が実

行開始当初から事例 A・B・C と異なるプロセスを見せている点は今後の経緯に影響を与

える可能性がある。 

 

最後に、本研究には手法に関していくつかの限界がある。第一に、構成概念妥当性につ

いて、第四章と同じく過去 10 年以上を遡って振り返ったインタビューを使用しているこ

とから、記憶のバイアスが存在し得る。第二に、本章が検討対象とした施策実行過程につ

いては、第三章の対象であった採用検討過程と比較して、事業部門及び海外現地法人の人

事部門がより緊密に検討に参画し、また客観的視点と専門知識の導入のために外部コンサ

ルタントがより長期間検討の多様な場面で活用された。これら別の視点からのデータ収集

と検証を行うことが、実行推進側の主観バイアスのさらなる抑制につながったと考えられ

る。 
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第六章 施策実行の停滞後の加速（Coupling）を実現する変革リーダーの制度的属性 

 

６－１．研究の背景と目的 

 

制度理論では、制度的圧力を受けた組織が制度を採用した際も、採用した組織形態や施

策を組織の技術的中核から分離し（Decoupling）、実質的な影響や変更を回避する現象を

検討してきた（Fiss & Zajac, 2004; Gondo & Amis, 2013; Ingram & Simons, 1995; 

Meyer & Rowan, 1977;Westphal & Zajac, 1994, 2001）。しかし第三章で述べた通り、

Decoupling は必ずしも永続せず、時間の経過と共に組織内の制度的環境は変化する

（Boxembaum & Jonsson, 2008）。そしてその結果分離状態が変化し、技術的中核にも影

響を与えるような真摯な施策実行が組織内で実現する現象が報告されている（Coupling 

（Tilcsik, 2010）または Recoupling（Espeland, 1998; Hallet, 2010））。このような

Coupling がなぜどのように発生するのか、そのメカニズム解明は二つの側面で重要性を持

つ。第一に、Coupling は制度の普及後の Decoupling の帰結の一つとして明確かつ他と異

なる特異な段階であるため、そのメカニズムの解明は、制度の時間軸による変化を把握し

その全体像を解析する上で不可欠である。第二に、経営に実行意図がありながら、「意図

せざる不実行」（Crilly, Zollo & Hansen, 2012）の状態で人員と予算が投入され、成果な

しに検討を継続することは組織における資源の浪費であり、その発生要因と解消方法への

示唆は実務的な重要性を持つ。一方で、Coupling に関する先行研究は限られ、従来の研究

では特に組織内個人間の権力関係の変化が説明要因として提示されてきた（e.g. Tilcsik, 

2010）が、より包括的な要因検討が不足している。そのため本章では、Decoupling 後に

実行が加速した Coupling の文脈を題材に、組織内のプロセス要因及び個人レベルの要因

に注目して、発生メカニズムの関連要因を探索する。 

 

具体的には、以下二つの研究ギャップ解消への貢献を目指す。第一のギャップは、変革

リーダーの制度的属性の違いが組織変化の結果に及ぼす影響である。制度理論では、制度

的圧力に対して組織反応がどう定まるかを主要な問いの一つとする（Greenwood et al., 

2008）。その問いに対し、近年は新制度学派が一時軽視したエージェントの役割、特に組

織フィールドや組織レベルに加え、個人レベルの要因解析に関心が高まっている

（Lawrence, Suddaby & Leca, 2009）。そこでは、個人が制度に埋め込まれ制約を受けつ

つ、変革の担い手としてどう機能するかに注目が集まる。そして変革リーダーにとっての

重要な制約の一つが、自らの制度的属性（組織内でどの制度ロジックを体現した存在とな

るか）である。既存研究は、変革リーダーを「新制度の体現者」と単純に想定してきた

（e.g. Almandoz, 2012）が、現実には多くの組織で、旧制度で育った者や中間的属性の者

も変革の推進役を担わされる。こうした多様な属性が結果に及ぼす影響は、従来精緻に検

証されていない。 
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そして第二のギャップは、制度的属性が社会的に構成され結果に関与するメカニズム

の具体化である。従来、制度的属性は本人の経験と主観で決まる要因として一義的に処理さ

れてきた（例：Almandoz, 2014）。しかし本来、制度に関する認識は社会的相互作用の中で

構成されるものであり（Meyer & Rowan, 1977）、「他者（組織内の他の構成員）が当該個

人を制度の観点からどう評価するか」も組織内で制度ロジックがどう体現されるかに影響

を与え得る。先行研究では、制度的属性を自己評価と他者認識の二側面から捉えた、詳細な

メカニズム検討が欠落している。そこで、本研究は上記二視点を包含し、「変革リーダーの

制度的属性は何によってどう形成されるのか」を検討した上で、変革リーダーのその「制度

的属性が組織変革にどう影響するか」のメカニズムを探索する。具体的には、日本企業三社

のグローバル人事制度（GTM）の停滞後の実行を題材に、変革リーダーとしてのミドル層

（GTM 推進組織長）が関与する組織内プロセスに主に注目し、比較事例研究を行う。 

 

本章の構成は、以下の通りである。まず第二節で、先行研究をレビューし本章の問題関

心について解明されている事項と未解明の事項を整理し、本研究の貢献を位置づける。第

三節では、第三章で述べた手法によるデータ分析の結果を提示する。そして第四節で、本

研究のデータが持つ理論的な示唆と限界を整理する。 

 

６－２．施策実行の再加速と個人レベルの制度変化への寄与に関する先行研究 

 

本節では、形式と実態の乖離（Decoupling）を経て実行が加速する現象と、そこで注目さ

れる個人の制度変化への寄与メカニズムに関する先行研究を整理し、その中での本研究の

問題関心を位置づける。 

 

制度理論では、制度的圧力への組織反応、特に制度的複雑性に組織がどう反応するかが重

要テーマとなっている（Greenwood et al., 2011）。制度的複雑性は、二つの論理で定義され

る。第一に、制度に付随して「組織の現実をどう解釈し、何が適切な行動で、どうすれば成

功するかを組織に示す包括的な原則体系」（Thornton, 2004: 70）を「制度ロジック」と呼

称し、かつそれら体系が制度と共に社会に多数併存し、文脈と関与者ごとに異なる影響力を

及ぼすとする世界観である。第二に、それら複数の制度ロジックの存在を前提として、「組

織が複数の制度ロジックからもたらされる相容れない指針に直面」する状態が、制度的複雑

性として定義される（Greenwood et al., 2011: 318）。そして制度的複雑性に対する典型的

反応として、形式と実態の乖離（Decoupling）が起こる（Bromley & Powell, 2012）。

Decoupling に関し近年注視されるのが、Decoupling を経た後でも、制度変化が加速する現

象が存在すること（Coupling（Tilcsik, 2010）または Recoupling（Espeland, 1998; Hallet, 

2010））である。 
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Coupling または Recoupling に関する研究はいまだ限定的な蓄積しかないが、その先駆

となる問題提起を行ったのが Edelman（1992）である。Edelman（1992）は、米国の 1964

年市民権法の施行（性別・人種差別的な雇用処遇の緩やかな禁止）と企業組織群の反応を題

材に、Decoupling の行為自体がその後の Coupling の遠因となり得る仮説を提起した。具

体的には、法規制を受けて米国企業は予防的に対応部門を新設したが、その意図が当初は外

部への正当性の誇示だけであっても、設立された新部門自身は自らの任務である施策実行

に努力する可能性もある。そのような努力は施策実行の是非を組織内の政治的対立に転化

させ、その政治的結果によっては規範が内部化され、施策実行が進行する可能性もあるとす

る論理である。その後 Kelly & Dobbin（1998）は同じ題材で 1961 年から 1996 年の経緯

の追加検証を行い、Edelman の仮説を実証した。Kelly & Dobbin（1998）によれば、大多

数の米国企業が法規制遵守と流行の「アファーマティブアクション」への対応を外部に誇示

するため、新組織を設置し儀式的に専門家を採用した。しかし採用された専門家は差別撤廃

実現に真剣な努力を継続し、その後レーガン政権時代の逆風となり得る法規制変化にも対

処して、新たにより普遍的で受容性の高い「ダイバーシティマネジメント」という正当性の

根拠概念を創造し、実質的実行が促進されたとされる。当該専門家群が元々のロジックを再

定義し、拡張変更して再活用した側面もあり、Kelly らはこれを「Recoupling」と呼称した。

「Recoupling」については、やや形態の異なる報告として、Espeland（1998）による米国

アリゾナ州のダム建設プロジェクトでの事例も存在する。そこでは、自らの職務的志向を追

求する技術者集団が費用対効果の低い工法を追求し、公式目標（電力と水の効率的安定供給）

と実態に乖離が発生した。これに対し追加投入された技術者集団が費用対効果を正当とす

る判断基準を導入し、プロジェクトは本来の方向性に戻り本来目標の実質的な実行が加速

したとされる。さらに Tilcsik（2010）は、制度の再定義は観察されないが、新しい制度ロ

ジックが旧来の制度ロジックと矛盾し実行が停滞し、その後に加速する「Coupling」の事例

経緯を報告している。Tilcsik（2010）は、旧共産主義国が資本主義化し社会的制度が大き

く変化した後、旧国営組織が資本主義に対応した新予算会計制度を見かけ上のみ導入する

ため、その専門性と資本主義への親和性がある若年スタッフを新規採用した事例を検証し

た。そこでは、当初は旧共産主義時代からの古参幹部が重要ポストを独占し実務が変更され

なかったが、時と共に古参幹部が引退し、新規採用者が上位ポストに昇進し政治的支配力を

増すことで、形式だけの実行が技術的中核の変更まで含めた真剣な実行に移行していた。

Tilcksik（2010）は、Decoupling の行為自体が、Coupling を引き起こす人材流入と組織内

政治環境変化を招くという、パラドックスの存在を指摘している。これら先行研究の共通項

は、組織レベルの制度変化に関するミクロ視点の先行研究と同様（e.g. Zilber, 2002）、組織

内の正当性をめぐる政治的対立とその調整結果によって組織の制度的環境と組織反応が定

まることを示している。 
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では、制度的圧力の影響下における組織内の調整と制度的環境を規定するのは、どのよう

なメカニズムなのか。先行研究では、組織内要因の中でよりミクロな組織内個人の要因が重

視され、特に二つの経路が注目されている。第一に、理論上の可能性として、組織内個人が、

組織反応の前提となる制度的複雑性の質的構成（組織内での制度ロジックのコンフリクト

の程度と態様）に影響を与える点が指摘されている。具体的には、制度的複雑性が組織内で

の各制度ロジックの融和可能性（Compatibility）と中核性（Centrality）で定まるとした上

で、組織内個人が各制度ロジックにどう執着するかが、個人間の政治的力関係と共に中核性

を決定し、制度的複雑性を間接的に決定するとするモデルである（Besharov & Smith, 

2014）。第二に、実証研究に基づき、組織反応の過程で個人が制度ロジックを代弁する質と

程度が組織行動に影響する点が注目されている。制度的複雑性の中で、個人は複数ある制度

ロジックの中で特定のロジックに埋め込まれ、その制度ロジックが示す価値観に資する行

動を支持する。そして組織内では相反する制度ロジックを奉ずる個人群が形成され、どの制

度ロジックが各個人によってどの程度効果的に組織内で代弁されるかが、その組織の反応

に大きな影響をもたらす（Pache & Santos, 2010）。例えば Pache & Santos（2013）は、

フランスの失業者支援組織における社会福祉的ロジックと商業的ロジックの相克を題材に、

二者どちらのロジックが優越して代弁され意思決定されるかに応じて組織形態の選択的採

用が起こり、ある部分は一つのロジック、ある部分は別のロジックの組織形態を採用したパ

ッチワーク状の「ハイブリッド組織」が形成される態様を示した。 

 

そのように個人による組織内での制度ロジックの代弁の質と程度を検討する場合、論理

的に、主体として誰に注目し、何をもって制度ロジックの代弁と解釈するかが問題となる。

この点において、先行研究には重要な課題が二つある。第一に、本来重視されるべき主体の

多様性、特に制度的属性の多様性が軽視されている。制度的複雑性への組織反応に関する先

行研究では、制度ロジックを代弁する主体として、創業者（e.g. Almandoz, 2014）から実

務マネジャー（e.g. Raajimakers et al., 2015）、スタッフレベルの構成員まで（e.g. Moll & 

Hoque, 2011）が検討されてきた。これらは、主体の組織内での地位に関しては、先行研究

が一定の多様な検証を行ってきたことを示す。一方で、制度ロジックの代弁を測定する指標

としては、制度的固執（Institutional attachment）が注目されてきた。制度的固執とは、

個人が過去に接した制度ロジックに影響され、物事をどう認識し、何に関心を持ち、環境を

どう評価するかについて、その制度ロジックに基づく前提や価値観を持つことを指す

（Almandoz, 2014: 443）。そして、Coupling または Recoupling の文脈でこれまで検討さ

れた個人は、そのほとんどが暗黙の内に新規に台頭した制度ロジックに制度的固執を持つ

その信奉者とされてきた（e.g. Kelly & Dobbin, 1998; Tilcsik, 2010）。しかし、現実の組織

において、また特に人材の流動性が低い日本では、新制度の推進リーダーの制度的属性は多

様であり、旧制度に対して制度的固執を持つ構成員が変革をリードする役割を持たされる

ことも多い。実際に希少な先行研究として、Hallet（2010）も旧制度の体現者が新制度の実
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行を担う事例を検証し、Recoupling が発生しても推進役とされた層が制度的執着を理由に

抵抗し、組織内に論争と政治的対立が生まれる事象を示した。このように、当該主体が制度

的属性として新制度と旧制度のどちらを体現するかは組織反応に一定の影響を与え得るが、

体系的に制度的属性を操作した上での検証がこれまで為されていない。 

 

そして、先行研究における第二の課題として、推進リーダーが参画する変革実行過程に

おいて、推進リーダー自身の属性が社会的構成にどう影響を受けるか、そのメカニズムの精

緻な検証が不足している。制度的企業家に関する先行研究では、個人としての制度的企業家

がどのようにエージェンシーを発揮し組織変化に作用するかを検討してきた。特に Kraatz 

（2009）は、Selznick（1957）が提示した制度的リーダーシップを再考し、英雄的な制度

的企業家像とは異なる、個人レベルでの「制度的リーダーシップ」をあえて今日的文脈で分

析することの有用性を唱えている。しかし、第二章で述べたように、超越的な資質や能力な

ど本人の内的要因だけで組織変化を説明する試みには、自身も一定の制度の影響下にあり、

かつ制度に対する組織内他者の認識にも制約を受ける個人の実質を無視するリスクが伴う

（Battilana & D’Aunno, 2009; Meyer, 2006）。制度的属性に関しても、先行研究は推進者

本人の主観的要因である、制度的執着（本人の主観がどの制度ロジックの影響下にあるか）

のみに注目し、推進者の経験等により属性が一義的に決まると単純化している点に問題が

ある。本来組織内における個人の影響力は、構成員が当該個人をどうみなすか、社会的認識

の影響を受け得る。施策の推進実行に協力を得る必要がある他の組織内構成員から、どのよ

うな制度的属性を持つリーダーと認識されるかは、行動の選択肢やその効果に影響を与え

得る。「自らがどの制度ロジックと一体化しているか」という内的要因に加えて、他者から

の認識における「当該リーダーはどの制度ロジックと一体化していると認識するか」も、制

度的属性のもう一つの構成要素として問題とする必要がある。しかし、制度的属性が、本人

要因である制度的執着に加えて、周囲の組織構成員によって社会的に構成される詳細を検

討した先行研究は存在しない。 

 

以上の二つの研究ギャップに対応するため、本研究では二つの小リサーチクエスチョ

ンを設定する。第一に、推進リーダーの制度的属性には、どのような要因が影響するかを検

証する。より具体的には、本人の制度的執着に加え、組織の他構成員が当該リーダーの制度

的属性を何によって判断するか、を問題とする。第二に、そのようなリーダーの制度的属性

は、どのような要素を伴って組織変化に関連するかを探索する。本研究では、事例研究の題

材とした日本企業七社の内、Coupling が発生した三社の事例について、実行フェーズを分

解し、事例間比較に加え実行が推進されたフェーズと停滞したフェーズの比較によって関

連要因を抽出した。 

 

  



103 

 

６－３．データ分析結果 

 

第三章で述べた既定の手順で、Decoupling の後 Coupling の状況を示した三社（事例 A・

B・C）について、各事例の実行フェーズを分解し、Coupling 発生前及び後との差異と、事

例間の差異を中心に分析を行った。特に、推進リーダーの制度的属性が何により構成され、

その属性が結果とどう相関するか、検証を行った。 

 

本節は三つの部分から成る。第一に、まず本章が比較分析の対象とする三事例での、

Decouplingが発生した後に Coupling が発生していった過程の全体像を概説する。第二に、

各事例で、それぞれどのようなプロセスを経て Coupling が発生していったか、個別事例の

時系列経過を整理する。第三に、本章のリサーチクエスチョンの一つである、制度的属性の

社会的構成に関する観察結果を整理する。第四に、フェーズ間・事例間比較から推進リーダ

ーの制度的属性が Coupling（実行の加速減速）に関して差異を生むと観察された要因を抽

出する。 

 

６－３－１．実行プロセスの概要 

 

まず、本章が対象とした三事例について、実行の段階と推進体制を示す（表６－１）。第

五章で示した通り、各事例は推進リーダーの交代に応じて実行速度と性質が異なる複数の

フェーズにより構成されていた。これら各フェーズにおける、時系列での施策実行の結果は

表６－２の通りである。各事例では、フェーズ毎に GTM 関連施策が少数ずつ漸進的に実行

されていた。いずれの事例も実行開始後早期に全体計画が企画され、実行を意図する施策が

設定されたが、観察期間終了までそれらの実行が完了せず、実行の遅速が変化する状況が観

察された。 
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表６－１：各事例での GTM 実行フェーズ構成と推進体制 

（表５－１より第六章の対象事例三社のみを抜粋） 

事例 フェーズ 推進組織 

（担当役員） 

組織マネジメント スタッフ（FTE） 

代表取締

役社長ま

たは CEO 

担当役員 推進 

リーダー 

（職位） 

専任 兼任 

A 1 (2004-08 年度) 新設専任組織（人事） AC1/2 AD1 AL1 

（部長） 

0 2 

2 (2009-11 年度) AC2 AD2/3 AL2a 

（部長） 

2 8 

3 (FY2012-14 年度

第一四半期) 

AC2/3 AD3/4 a AL3a 

（部長） 

1 N/Ab 

4 (FY2014 年度第

二四半期から) 

AC3 AD4 a AL2a 

（理事） 

2 N/Ab 

B 1 (2006-09 年度) 新設専任組織（人財） BC1/2 BD1/2 BL1 

（部長） 

4 5 

2 (2010-12 年度) BC2 BD2 BL2a 

（部長） 

1 2 

3 (2013 年度から) BC2/3 BD2/3a BL3a 

（部長） 

4 5 

C 1 (2006-08 年度) 新設専任組織（管理） CC1/2 CD1/2/3 CL1 

（執行役

員） 

1-2 1-2 

2 (2009-12 年度) CC2 CD3/4 CL2a 

（部長） 

0 3-4 

3 (2013 年度から) 新設専任組織（人事） CC2/3 CD5 CL3a 

（グルー

プ長） 

2 N/Ab 

凡例：AC, AD, AL は、それぞれ事例 A の CEO、担当役員（Division leader）、推進リーダーを指し、数字

はデータ収集期間中に交代があった事例について何人目の当該担当かを指す。 

スラッシュ（/）は、同フェーズ内で交代があったことを示す。各フェーズは、検討推進プロセス

に対し他の管理者交代と同等かそれ以上に強い影響が観察された要素である、推進リーダーの交代

で区切っている。 

a インタビュー対象者。 

b 当該事例でグループ企業・各組織の GTM 実行への参画が進み、必要に応じ必要な時点で柔軟に検討に

参加（または参加中断）する体制となっているため、固定された人数は存在しない。 

出所：筆者作成 

 

表６－２：各事例における施策実行ヒストリー 

（表５－２より第六章の対象事例三社のみを抜粋） 

年度 事例（早期採用） 

A B C 

2004 GTM 採用決定・組織立ち上げ   

 <Phase 1>   

2005 全体設計   

2006  グローバル共通化を想定し

た職務等級評価 

GTM 採用決定・組織立ち上

げ 

GTM 採用決定・組織立ち上げ 

 <Phase 1> <Phase 1> 

  グローバル HR ミーティ

ング運営開始（年一回） 

 

2007  グローバル HR ミーティン

グ運営開始（年二回） 

全体設計  グローバル共通部長向け研

修プログラム 

 グローバル共通課長以下向

け研修プログラム 
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2008    

2009 <Phase 2>  <Phase 2> 

 全体設計（改訂）  

2010  グローバル共通の新人管理

職研修プログラム運営開始 

 グローバル共通化を想定し

たジョブディスクリプショ

ン定義（執行役員以上） 

 グローバル国際異動規定制

定 

<Phase 2>  

2011   本社新人管理職研修プロ

グラム運営開始 

 本社若手研修プログラム

運営開始 

全体設計 

2012 <Phase 3>   人材データベース導入（パ

イロットスタディ） 

2013  グローバル共通化を想定し

たコンピテンシー定義導入

（本社管理職以上対象） 

 グローバル共通化を想定し

た 360 度評価導入（本社管

理職以上対象） 

<Phase 3> <Phase 3> 

 全体設計 全体設計 

 グローバル HR ミーティン

グ運営開始（年一回） 

 グローバル国際異動規定制

定 

2014 （グローバル等級制度の改

定） 

 グローバル HR ミーティ

ングの格上げ再立ち上げ 

 グローバル共通化を想定

した 360 度評価導入 

 グローバル中核ポジショ

ンの設定とタレントアセ

スメント 

 グローバル共通のコンピ

テンシー定義導入 

 グローバル国際異動規定

制定 

 

 <Phase 4> 

2015  人材データベース導入 

 グローバル HR ポリシー制

定 

 グローバル共通の経営幹

部層の役割定義 

 

 その他 11 施策が検討中で、い

ずれも 1 年以内の導入実行を

想定 

その他 6 施策が検討中で、

いずれも 1 年以内の導入実

行を想定 

その他 10 施策が検討中で、1

－3 年以内の導入実行を想定 

注:  太字下線は当該年度に公式制度となり実行された施策を指す。 

出所：筆者作成 

 

各フェーズにおける施策実行結果を、検討施策数、実行された施策数、一年あたりの実行

施策数で整理したのが表６－３である。いずれの事例も、実行プロセスの当初から途中まで、

インタビューにおける定性的観察及び一年当たり実行施策数において、形式上施策を導入

したが実行が阻害され、「意図せざる不実行」（Crilly, Zollo & Hansen, 2012）の状態が観察

された。具体的には、事例 A ではフェーズ 1 において一年あたり実行施策数が相対的に少

なく（0.40）、かつ「意図せざる不実行」と実行推進の停滞過程が観察された。その後、推

進リーダーが AL2 に交代したフェーズ 2 以降に一年あたり実行施策数は微増し（1.00）、相

対的な実行加速が推進チームにも認識された。同指標は AL2 が推進リーダーに再任したフ
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ェーズ 4 において大幅に上昇し（2.00）、それ以降実行推進への障害が消え実行推進が加速

する認識とそれを支持する事象が観察された。事例 B では、一年あたり実行施策数がフェ

ーズ 1（0.25）・フェーズ 2（0.67）共に低迷し、「意図せざる不実行」の状況及び推進チー

ムによるその自己認識が観察された。その後、BL3 が着任したフェーズ 3 において同指標

は大幅に上昇し（2.67）、施策実行推進が一気に加速したとの認識が組織内で観察された。

事例 C は、一年あたり実行施策数がフェーズ 1（0.67）・フェーズ 2（0.25）において相対

的に低迷し、「意図せざる不実行」と実行推進の停滞過程がフェーズ 2 を中心に観察された。

その後 CL3 が着任したフェーズ 3 には同指標は若干上昇し（0.89）、実行推進が一定程度加

速したとの認識が推進チームに観察された。また表６－２最下段に示す通り、未実行で検討

中の施策についても、それ以前のフェーズでは存在しなかった、今後一年から数年以内に検

討中の施策実行が完了する見通しが、いずれの事例も推進チームに共有されていた。 

 

表６－３：施策の実行結果 

（表５－３より第六章の対象事例三社のみを抜粋） 

事例とフェーズ GTM 個別施策の検討と実行結果 

実行を検討した 

施策数 

左記の内、実行された

施策数 

一年あたりの 

実行施策数 

事例 A 

Phase 1 (2004-2008 年度) 13 2 0.40 

Phase 2 (2009-2011 年度) 12 3 1.00 

Phase 3 (2012-2014年度第一四半期) 11 2 0.89 

Phase 4 (2014 年度第二四半期から) 13 2 2.00 

事例 B 

Phase 1 (2006-2009 年度) 12 1 0.25 

Phase 2 (2010-2012 年度) 4 2 0.67 

Phase 3 (2013 年度から) 12 6 2.67 

事例 C 

Phase 1 (2006-2008 年度) 2 2 0.67 

Phase 2 (2009-2012 年度) 6 1 0.25 

Phase 3 (2013 年度から) 12 2 0.89 

注：データ収集の対象期間（2015 年度第一四半期まで）の制約により、各事例の最終フェーズは 2015 年

度第一四半期までの情報を記載している。 

出所：筆者作成 

 

６－３－２．個別事例の経過 

 

 ここでは、個別事例において、どのように形式と実態が乖離した「意図せざる不実行」の

状態が、名実共に真剣な実行促進に変化したかの経緯を示す。具体的には、前節で説明した

各フェーズの特質より、「意図せざる不実行」が変化を始める以降の段階として、事例 A は

フェーズ 2 以降、事例 B はフェーズ 3、事例 C はフェーズ 3 における経緯を整理する。 

 

＜A 社＞ 
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 A 社は 2004 年に専門組織を立ち上げ GTM 実行を開始した。推進チームは事業部門及び

海外現地法人人事の協力を容易に得ることが出来ず、実行速度の停滞とその難易度に対す

るストレスが推進チーム内で認識されていた。フェーズ 1 で 2007 年より実現したグローバ

ル人事ミーティングを通じ、推進チームは欧州の現地法人に勤務するドイツ人女性人事マ

ネジャー（AL2）を有能な潜在的協力者として認識した。AL2 は A 社が買収した欧州企業

に勤務しており、米国駐在経験を含む複数の多国籍企業でのキャリアを通じ、GTM の実践

に注力しており、当時在籍していた小規模の現地法人を超えた活躍を自ら及び周囲が期待

する状況にあった。AD1 及び AL1 は、停滞した GTM の実行加速に有効な手段と意図して、

AL2 を日本に異動させ、部長級の推進チーム新リーダーに任命することを決定した。 

 

2009 年度から GTM 推進体制は刷新され、担当役員は AD2 に交代し、推進リーダー（組

織長）は AL2 に交代し、AL2 の下に日本人課長級人材（後の AL3）と日本人女性スタッフ

一名が配属された（フェーズ 2）。AL3 は新卒後 A 社に入社し人事部門で勤続しており、フ

ェーズ 1 直前にはインドネシアに駐在し、2005 年から GTM 推進チームのメンバーとなっ

ていた。女性スタッフは事業及び人事業務の経験は無いが、英語の語学力を評価され 2008

年に中途入社していた。AL2 は日本に着任し、まず GTM の全体計画と推進状況を確認し、

推進すべき施策の優先順位を改めて素案として示した。AL2 の素案には、フェーズ 1 当初

に示されたのと同様の多様な施策が含まれていた。一方で、2008 年 9 月のリーマンショッ

クに端を発する景気動向の悪化に伴い、A 社では全社業績に悪影響を受け、収益回復に直接

必要でない施策は優先順位を低下させる経営方針が共有されていた。その中で GTM は優先

順位が低い施策と判断され、2009 年度は予算を大幅に削減され、全体計画を作っても具体

的な施策は予算不足のため実現不可能な状況にあった。推進チームは予算を必要とせずに

進められるタスクに注力し、コンサルティング会社等外部からの無料の情報収集と、いくつ

かの施策素案の立案に集中した。 

 

推進チームは 2009 年度に準備した素案を活用し、予算制約が緩やかに解除された 2010

年度に、三つの施策を実行に移した。詳細設計の過程で、AL2 は自ら時間を使い、オラン

ダ・アメリカ・シンガポール・中国の現地法人人事スタッフを呼び、自らがリーダーとして

検討のタスクフォースを組んだ。検討には懐疑的なものも含め多様な意見が寄せられたが、

AL2 が主導しこれに対応した。その過程での AL2 の献身的な姿勢、反対意見に屈しない推

進力、海外スタッフとの良好な関係構築等の実務能力は社長・担当役員・推進チームから高

く評価された。ほぼ全員がプロパーの日本人男性である本社事業部門幹部に対して、AL2 は

AL3 と連携し意思決定上重要な人物を特定し、AL3 と共にコミュニケーションを行った。 

 

2010 年度に実現した施策の第一が、グローバルで共通の新任課長研修である。これは、

インターネットを活用してあらゆる現地法人で新任の課長級人材に提供する研修として新
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設した。内容は、マネジャーとして必須となる目標管理・フィードバック・動機付け等が体

系化され、イーラーニングでの 2 か月程度の自習と集合ディスカッションを組み合わせた

ものであった。第二に、推進チームはグローバル全体の主要会社の人事制度を全てレビュー

し、HR エクセレンスと称して整理した。ここでは、各国の処遇制度・会社の就業規則・福

利厚生・報酬制度や昇格制度までを初めて情報収集し一覧にした。その過程で、海外まで含

めた執行役員以上のジョブディスクリプションを再定義した。第三に、推進チームは国際異

動基準を整備した。同基準は、それまで規定が対応していなかった種類の事例まで対象を拡

張し、包括的な拠点間海外異動のガイドラインとして機能することとなった。他にも検討さ

れた施策は存在したが、それらはいずれも実行されていない。推進チームは、予算制約及び

事業部門・海外現地法人人事の同意獲得の困難さが制約条件となったと認識している。 

 

 AL2 は当初から三年間の約束で日本への赴任を承諾していたため、2011 年度限りでオラ

ンダの現地法人人事に欧州地域人事責任者の次席として異動することとなった。2012 年度

からは、AL3が組織長に昇進し新たな推進リーダーとなり、前フェーズと同じ女性スタッフ

一名を部下として実行推進を継続した(フェーズ 3)。2012 年度には、推進チームは人材の

可視化を目的とした人材データベース構築を目指し、その前提となる等級制度の統一化（グ

ローバルグレーディング）とデータベースツールに関する検討を行った。その背景には、

GTM を通じ優秀な人材の適材適所を実現しようとしても、真に優秀な人材の定義や所在が

不明確なことが阻害要因となるとの AL3 の認識があった。しかし、ツール導入には予算が

必要であり、その投資を正当化し各部門の賛同を得る状況には至らなかった。 

 

2013 年度より、人事担当役員が AD4 に交代した。AD4 は購買部門出身でインドネシア

への海外駐在経験を持ち、基本的に人事部門のみを経験していた従来の人事担当役員と異

なる職務経験を持ち、キャリアで初めて人事部門に携わることとなった。購買部門での海外

経験とその現場での問題意識を元に、AD4 は実務的利益が認識される領域に絞って、簡易

的に素早く実行を推進する方針を推進チームに共有した。推進チームは人材データベース

について、投資を伴わない簡易な手段（Microsoft Excel）での代替を試みたが、欧州をはじ

めとする海外現地法人人事は、個人情報保護法等の制約を理由に、情報提供に消極的な反応

を示した。結果として、人材データベースは 2014 年度第一四半期に至るフェーズ 3 の期間

内に実現されることは無かった。 

 

一方で、A 社では 2013 年 10 月に、職能等級制度から職務等級評価への移行を強める方

向性で、日本の管理職を対象に大規模な人事制度変更を行った。これは、人事部門において

GTM とは別に推進されていた人事制度改革であった。推進チームは GTM の施策実行をこ

れと連動させ、外部コンサルタントを活用してリーダーシップコンピテンシー（リーダーと

してあるべき資性）を設定した。また管理職の質向上のため、同時に 360 度評価（上司のみ
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ならず同僚・部下等からの評価も加味した人事評価）を導入した。これらは、その後グロー

バル共通で使用することを前提に設計された。フェーズ 3 では、これらの施策が実行され

たが、最重要事項と認識された人材データベースは実現せず、総体として意図に反し GTM

施策実行の速度が停滞したと推進チームは認識した。 

 

 2014 年には社長が AC3 に交代し、A 社の全社戦略の方向性を転換し、事業部間の連携を

高めそれを通じてグローバルでの競争力を高めることが中期経営計画の主要方針として定

められた。GTM はその実現手段として優先順位の高い施策と認識された。施策実行を加速

するために、GTM に精通しつつ日本本社の意思決定や思考を理解していることを理由に、

AL2 を再び推進リーダーとする方針が定められた。2014 年 6 月には AL2 を役員待遇の理

事に昇進させ、CHRO である AD4 の補佐役として、欧州で勤務しながらグローバル全体で

の GTM 推進リーダーを委嘱することとした（フェーズ 4）。AL2 の理事登用は前例の無い

若さでのもので、推進チーム内外から特殊な抜擢人事と認識された。 

 

 AL2 は、海外現地法人において実務的利益が見えやすい改革から着手すべきとする理由

で、欧州におけるシェアードサービスセンター設置を検討した。その計画は、給与計算業務

を中心としたシェアードサービスセンターを設立しコスト削減を実現する中で、人材デー

タベースの基盤を共有化・共通化し人材情報を吸い上げ、その後人事制度を整備し、等級制

度共通化とグローバル共通コンピテンシーの制定を行い人材異動を活性化するものであっ

た。これらは、施策の項目自体はフェーズ 1 において策定された全体計画に含まれていた

ものであった。2014 年 12 月に AL2 は来日して AC3 以下経営陣に計画を提案し、その承

認を得た。その際、AC3 は提案を肯定的に評価すると共に、実行をさらに加速するよう促

した。 

 

2015 年 1 月にはシェアードサービスセンターの最初の一部が設立され、人材データベー

スの一部が稼働を開始した。さらに、AL2 は欧州での実績を元に米国現地法人にも同じ提

案を持ち掛け、小規模のグループ企業が多く潜在的コストメリットが大きいことを訴求し、

その協力同意を取り付けた。コンピテンシーのグローバル展開についても、AL2 は欧州・

米国の地域人事責任者と討議を重ね同意を取り付け、2015 年度に海外各グループ企業に全

体のプランの説明も兼ねて行脚して回る計画とした。討議の過程で、グループとしてのグロ

ーバル人事ポリシーの必要性が海外現地法人からニーズとして寄せられた。抵抗がある中

で 2014 年 12 月の社長承認を根拠に同意を迫るアプローチを取りつつも、どこまでが本社

の権限範囲で何が地域・現地法人の権限範囲なのかを明確にする必要を、AL2 自身も感知

した。AL2 は直ちに AD4 の同意を得て、2014 年度第四四半期に地域人事責任者と討議し、

グローバル人事ポリシーを整理した。同ポリシーは、リクルーティング、アサインメント、

タレントアイデンティフィケーション＆ローテーション、サクセッション．デベロップメン
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ト、レミネーション、ダイバーシティアンドインクルージョンの各項目から成り、本社と現

地法人の役割分担と権限を規定する。推進チームは、最終的にグローバルで評価項目を統一

して、ある階層以上は本社で定期的に人事情報をモニタリングし、その情報を有効に使って

人材異動を行う計画を持っている。 

 

2015 年度には、推進チームはツールとしての人材データベースと等級制度整備を中心用

途とした多額の予算を確保した。予算計上を必要としない施策も含め、推進チームは多数の

施策を年度内に実行完了する計画で活動している。推進方法として、推進チームはグローバ

ル人事ポリシー及び個別施策について、海外現地法人を巡回し説明と対話を繰り返すこと

を計画している。 

 

＜B 社＞ 

 B 社は 2006 年に専門組織を立ち上げ GTM 実行を開始した。着手から 2009 年度まで（フ

ェーズ 1）、推進チームは会長を中心とする経営トップに対して施策の詳細提案を繰り返す

が、提案の質を問題視され承認を得ることが出来ず、施策実行が停滞した。2010 年度から

2012 年度（フェーズ 2）にかけても、リーマンショックの影響で規模と予算を縮小し再開

した検討は、事業部門の積極的な応援を得ず、またシンガポール現地法人にて進んでいたグ

ローバル本社機能の検討も有り、実行が加速しなかった。2012 年に当時の社長 BC2 は、人

事に限らず事業戦略も含めた全社での体制改革を企図し、その骨格としての GTM 推進加速

を企図した。そのために新たな推進リーダー採用が必要と考え、シンガポール現地法人と共

に社長直轄で人選を行い、BL3 を外部招聘し推進リーダーとすることを決定した。BL3 は

米国で教育を受けたシンガポール在住の日本人女性人事コンサルタントで、二つの大手外

資系人事コンサルティング会社のシンガポール拠点で 20 年以上にわたり GTM をはじめと

する人事改革を手掛けてきた。BL3 は、B 社に対するコンサルティング業務は提供してい

なかった。BL3 の人事は、採用が決まる 2012 年末まで推進チームには情報共有されなかっ

た。 

 

 2013 年 2 月に BL3 は B 社に入社し、GTM の推進リーダーに就任した（フェーズ 3）。

推進組織には前リーダーである BL2 を含め専任四名が所属し、海外五地域の人事五名が検

討メンバーとして参画する形で、フェーズ 1 と同様の多人数が投入された。B 社は、当時シ

ンガポールが全海外拠点を下に統括していた組織体制を改め、米国・欧州・中国・中東・東

南アジアの各地域拠点長が社長直下となる体制に転換した。同時に、BL3 に対し日本本社

が統括する形での GTM 整備加速を委嘱した。2013 年度は社長が BC3 に交代した年度にあ

たっていた。 

 

BL3 は新社長以下の幹部層が何を考えているのか、最初の半年程度で現状分析を実施し
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た。具体的には、会長・社長からはじめて執行役員全員までのインタビューを実施した。そ

してインタビューでの発見と合わせ、過去の検討資料を精査し、GTM 検討の進捗状況と課

題を整理した。結果として、事業環境の変化と合わせた変化の必要性に対する課題意識は共

有されていたが、従来の GTM 検討は制度の詳細に終始し、企業として目指す最終的な姿が

不明確な状態であることが問題であると BL3 は認識した。そのため、BL3 はグローバル化

の目標とそのために変化させるべき事項に関する共通理解を形成する意図で、経営会議に

おいて執行役員を対象とした、目的に関する討議を繰り返した。そこでは GTM の施策は目

的が共有された後の議論にすべきとして話題とせず、「なぜ、どのように変わりたいのか」

を繰り返し討議の議題とした。その過程で、社長（BC3）は GTM を含むグローバル企業と

しての体質改革を、自らの意思で実現したい趣旨を明確に発現し続けた。BL3 は同時に、

等級・報酬・評価制度の素案について推進チーム内で検討を開始した。 

 

2014 年度からは、人財本部に戦略室と呼称される新組織が設立され、BL3 はその組織長

となった。戦略室の GTM 関連予算は本部付ではなく社長直轄とされた。さらに、グローバ

ルでのガバナンスを強化する意図でマトリックス組織を導入する方針が BC3 から全社に提

示され、事業軸と地域軸の二軸での管理と連携が開始された。マトリクス組織を前提として、

2015 年度から 2017 年度にかけての新たな中期経営計画が企画され、その中で各部門は戦

略的に達成すべき事項を整理した。その過程で、GTM は中期経営計画に基づきその実現に

必要な支援手段として必要なものを順次上層部から導入していく方針が合意された。その

ために、一時中断していたグローバル HR ミーティングが位置づけを高めて再び立ち上げ

られた。さらに外部コンサルティング会社を起用して、360 度評価導入・125 のグローバル

中核ポジションの設定とタレントアセスメント・グローバル共通のコンピテンシー定義導

入・グローバル国際異動規定制定と、複数の施策が実行された。中核ポジションの該当者に

対しては、アセスメント実施の説明会とコンピテンシーの勉強会が推進チームにより実施

された。経営会議の翌日に事業本部長クラスとそれ以下が集まり、執行レベルで一日会議を

行う中で、GTM を話題とする時間帯のみ社長である BC3 が参加し肯定的な意見を述べる

など、経営トップからの支持が組織内で明確に見える形となっていた。 

 

2015 年度からは、担当役員が BD3 に交代した。BD3 はプロパー入社で事業部門を経験

後新規事業を担当しており、人事部門に直接経験がほとんどない経歴であった。同時に戦略

室での専任人員が一名減員となったが、外部人事コンサルティング会社を起用することで

これを補完する方針となった。第一四半期には、執行役員以上の役割設定を、外部人事コン

サルティング会社を起用して実施した。これ以降、定められた役割と人材の現状に即して、

年度内に幹部層については、等級・評価・報酬制度の改革を、大規模な予算で外部支援も活

用し実行する予定となっている。その後 2016 年度以降、管理職層以下への展開を定常業務

として戦略室以外の人財本部スタッフが各国と調整し設計実行していく計画である。 
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＜C 社＞ 

C 社は 2006 年に専門組織を立ち上げ GTM 実行を開始した。着手以降 2013 年度に至る

まで多数の施策が検討されたが、社内での同意が形成されず実行された施策は三つのみで

実行が停滞した状態が継続していたと認識された。 

 

2013 年度より、GTM 推進は従来の主管部門である海外事業推進部から人事部に移管さ

れた。人事部内にグローバル人事グループが新設され、米国駐在の海外営業マネジャー（CL3）

が新リーダーに任命され日本に帰任した。CL3 は過去に新卒入社時から七年強人事部に在

籍していたが、事業に直接携わる意欲が強く異動を希望し、営業となって 12 年の経験を積

み、その後期には米国に駐在していた。CL3 の下に四名が配置され、内二名が専任で GTM

実行推進を担当し、兼任で人事部内の複数メンバーが協力する体制が整備された。 

 

 CL3 は過去の検討資料と進捗状況を確認し、外部のセミナーや勉強会に参加して GTM

に関する情報収集を行った。CL3 は、過去検討で既に豊富な資料が整備され、一方で施策

実行がほとんど進んでいなかった状況を理解し、CL2 の推進手法の質に対し批判的な認識

を持った。そして、検討の最初の手順として「ロードマップ」と呼称する全体計画を策定し

た。ロードマップは必要な施策の概要項目と関連性を再整理したもので、その策定に外部人

事コンサルティング会社を起用した。外部人事コンサルティング会社の起用には人事部内

で反対意見もあったが、CL3 が時間短縮のメリットを説くことで承認を受け、結果的に支

援成果が高評価を受け、その後も CL3 が必要と考える施策実行に外部支援を活用するため

の予算が定常的に付与されることとなった。 

 

 次に、推進チームはグローバル HR ミーティング開催を実現した。海外現地法人各社人

事の横断組織をコミッティと名づけ、年一回の定例会議化した。2013 年の初回には全体計

画を提示し、本社としての改革の方向性を示した。準備とファシリテーションには外部コン

サルティング会社の支援を活用した。同会議は海外現地法人人事にも好評を博し、それ以降

協力確保が容易になったと推進チームは認識した。さらに、グローバル共通の国際異動規定

を整備した。同規定は、ある現地法人に別の国の現地法人及び本社から一時的に異動する際

のグローバル共通の人事規則で、異動を容易にする効果が意図された。同時期に米国での新

規獲得案件への支援を各国から派遣する必要があり、推進チームは事業部門からのニーズ

を取り入れて実現した。 

 

 2014 年度には、グローバル HR ミーティングを継続するとともに、事業のグローバル展

開の加速を目指す中期経営計画に合わせて、GTM の全体計画をより具体化する作業が行わ

れた。中期経営計画では GTM が全社推進事項の重要要素に位置付けられた記載は無く、あ
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くまで各事業の海外成長の加速が主眼とされており、GTM は暗示的にその支援策として推

進されるものと組織内で認識された。但し、CL3 はそれまでの過程を通じ事業部門から

GTM 推進に反対する意見に直面したことは無く、むしろ消極的賛成と応援を得る機会が多

いと認識していた。内容検討は、最も海外展開が進んでいる事業部門のトップの賛同を得て

進められた。推進すべき施策の概要と実現時期が再整理され、10 月に経営会議に提案され

た。経営会議では推進チームの提案に対して賛成も反対も意見が出ず、質疑もなく承認が下

された。CL3 はその反応の希薄さが、提案した施策の抽象度の高さによるものであり、今

後詳細な人事制度が提案されれば、反対意見や詳細な要望が寄せられると推測している。そ

の後承認された施策項目に合わせてタスクフォースが組成され、各国現地法人人事をメン

バーとし、CL3 が取りまとめ人事部長に提起し承認を得る体制が構築されている。CL2 は

短期間での実行計画実現を期待しているが、タスクフォースの稼働が始まったばかりであ

り、その後の進捗の見通しは不確実な要素も含むと認識している。 

 

６－３－３．制度的属性の構成に関する観察結果 

 

 本研究では、推進リーダーの制度的属性を二つの要因から分析した。第一の要因が、本人

が過去に経験した制度的環境に基づいて形成される、特定の制度ロジックに対する固着性・

支持傾向としての制度的執着（Almandoz, 2014）である。ここでは、本事例の文脈におけ

る日本的人事制度とそれに対する GTM に関し、リーダー就任までに各人が所属した環境に

おける人事制度に基づき、両者のどちらに制度的執着が形成される環境であったか（どちら

の人事制度に携わり、または影響下にある経験を持っていたか）を分析した（表６－４）。

制度的執着は制度に埋め込まれる過程で形成されるため、必ずしも自己認識を伴うもので

はないが、合わせてデータ中に過去経験と矛盾する制度的執着の自己認識とロジックが観

察されるか否かを確認した。結果として、事例 A・B 及び事例 C の CL1 では経験と自己認

識が一致し矛盾を示す情報が観察されなかったが、CL2 及び CL3 では、新旧の制度ロジッ

クを超越した自己認識が観察された。具体的には、両者ともその経験は日本的人事制度に所

属しそれに対する制度的執着が形成されるべきものだが、推進リーダーとして異なる尺度

で自らが制度的に体現するものを認識していた。CL2 は財務出身で人事業務及び海外事業

に関与した経験が無く、全く前提に捉われずに自社に調和した GTM を定義・検討可能な、

新旧両ロジックから逸脱した存在としての自己認識を示した。CL3 は、過去に人事部門に

所属していた経験から日本的人事に対する知見を有するも、その後自らの希望で異動し海

外事業を実行者として経験し課題認識を深めた。このような職務経験は C 社において他に

例を見ず、両ロジックの長短を理解しその調和を実現可能な適任者としての自己認識が、

CL3 について観察された。 
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表６－４：推進リーダーの制度的属性に関する観察結果 

観察 制度的執着 

（本人経験と 

認識） 

制度的属性の社会的構成に 

影響が観察された要素 

制度的立場 

（他組織構成員

の評価） 事例 推進 

リーダー 

性別 出身 職務経験（就任前） 

企業 部門 

A AL1 旧制度 

（日本的人事） 

男 日本 A のみ 事業 

（海外駐在有） 

旧制度 

（日本的人事） 

AL2 新制度 

（GTM） 

女 ドイツ 欧州企業 人事（GTM） 

（海外駐在有） 

新制度 

（GTM） 

AL3 旧制度 

（日本的人事） 

男 日本 A のみ 

 

人事 

（海外駐在有） 

旧制度 

（日本的人事） 

B 

 

BL1 旧制度 

（日本的人事） 

男 日本 B のみ 事業 

（海外駐在有） 

旧制度 

（日本的人事） 
BL2 旧制度 

（日本的人事） 

男 日本 

 

B のみ 事業 

（海外駐在有） 

旧制度 

（日本的人事） 

BL3 新制度 

（GTM） 

女 日本 

（教育

は海

外） 

人事コン

サルティ

ング会社 

人事（GTM） 

（海外駐在有） 

新制度 

（GTM） 

C CL1 旧制度 

（日本的人事） 

男 日本 C のみ 事業 

（海外駐在有） 

旧制度 

（日本的人事） 

CL2 中立 

（異なる尺度） 

男 日本 C のみ 財務 

（国内のみ） 

旧制度 

（日本的人事） 

CL3 中立 

（異なる尺度） 

男 日本 C のみ 事業、元人事 

（海外駐在有） 

旧制度 

（日本的人事） 

出所：筆者作成 

 

 本研究では、第二の要因として、自己要因に加えて組織の他構成員から推進リーダーの制

度的属性が何によって判断され構成されるかを分析した。このような変数は先行研究では

明確に検討されておらず、ここではこれを「制度的立場」と呼称することとする。分析の結

果、データには「制度的立場」の構成への影響が観察された要因として、以下が観察された。

第一に、推進リーダーの性別と出身国がその制度的属性の体現に影響する事象が観察され

た。GTM はジェンダー等も含めた少数者活用と関係性が深いとする論理から、推進リーダ

ーが組織内で少数者である女性であることは、GTM を直接想起させる外国出身者（もしく

は日本人でも海外教育経験者）であることと重複して、推進リーダーを新制度の推進者とし

て体現させた。逆に、推進リーダーが組織内多数者であり旧来からの経営を支配してきた日

本人男性であれば、推進リーダーは旧体制の「身内」である旧制度の体現者として暗示的に

認知される傾向が観察された。そして第二に、推進リーダーの職務経験が制度的属性の社会

的構成に影響する事象が観察された。具体的には、自社プロパーの人材でなく中途参画であ

り、また過去に GTM 推進を行っていることが、周囲から見た推進リーダーの新制度の体現

者としての認知に影響していた。逆に、各事例の組織で圧倒的多数者である新卒入社プロパ

ー人材であれば、旧制度の体現者と見なされる認識が観察された。過去に経験した部門及び

海外駐在経験の有無に関しては、それがいずれであっても「制度的立場」に影響を与える事

象は観察されなかった。結果として、各事例の推進リーダーにおける「制度的立場」は、事
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例 A・B 及び事例 C の CL1 について制度的執着と一致した。一方で、CL2 と CL3 につい

ては、自己認識（制度的執着）と異なり旧制度の体現者として組織内他者に認知されている

状況が観察された。尚、これら結果としての「制度的立場」は、インタビューにおいてこれ

についての明示的な質問を行った回答結果ではなく、既述の影響要素に関する分析から分

析者が推定し、かつこれと矛盾ある情報をデータ内で確認した結果、その範囲で矛盾が観察

されなかったものである。但し、新制度の「制度的立場」と分析された者は全て（AL2 と

BL3）、他の組織構成員のインタビューでも、推進リーダーの個人的な資性に対する新制度

の体現者としての明示的な評価が観察されている。旧制度の体現者として「制度的立場」が

分析された他の全ての推進リーダーについては、同様の新制度の体現者としての評価は一

切観察されていない。 

 

 以上の分析結果を要約すると、制度的執着と制度的立場は九人の推進リーダー中七人に

ついて一致し、うち五人（AL1,AL3,BL1,BL2,CL1）は旧制度（日本的人事制度）の制度的

属性、二人（AL2,CL3）は新制度（GTM）の制度的属性を組織内で発揮していた状況が観

察された。その他の二人（CL2,CL3）は制度的執着が旧制度と異なるが、制度的立場は旧制

度に属すると認識される、中間的な状況にあることが観察された。 

 

６－３－４．制度的属性が施策実行に及ぼす影響要因 

 

 データにおいて、推進リーダーの制度的執着と制度的立場から構成される制度的属性に

は、GTM 施策実行の進展・停滞との一定の相関性が観察された。表６－５は、推進リーダ

ーの制度的属性と各フェーズの GTM 実行結果を整理したものである。 
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表６－５：推進リーダーの制度的属性と GTM 実行結果 

事例とフェーズ 推進リーダーの制度的属性 GTM 実行結果 

リーダ

ー 

制度的 

執着 

（自己） 

制度的 

立場 

（他者） 

「意図せざる不実行」

である状態の観察有無 

一年あたりの 

実行施策数 

事例 A 

Phase 1 (2004-2008 年度) AL1 旧制度 旧制度 有り 0.40 

Phase 2 (2009-2011 年度) AL2 新制度 新制度 有り 

（程度はやや限定的） 

1.00 

Phase 3 (2012-2014 年度

第一四半期) 

AL3 旧制度 旧制度 有り 

（程度はやや限定的） 

0.89 

Phase 4 (2014 年度第二

四半期から) 

AL2 新制度 新制度 無し 2.00 

事例 B 

Phase 1 (2006-2009 年度) BL1 旧制度 旧制度 有り 0.25 

Phase 2 (2010-2012 年度) BL2 旧制度 旧制度 有り 0.67 

Phase 3 (2013 年度から) BL3 新制度 新制度 無し 2.67 

事例 C 

Phase 1 (2006-2008 年度) CL1 旧制度 旧制度 有り 0.67 

Phase 2 (2009-2012 年度) CL2 中立 旧制度 有り 0.25 

Phase 3 (2013 年度から) CL3 中立 旧制度 無し 0.89 

注：データ収集の対象期間（2015 年度第一四半期まで）の制約により、各事例の最終フェーズは 2015 年

度第一四半期までの情報を記載している。 

出所：筆者作成 

 

データからは、三つの事象が観察される。第一に、「意図せざる不実行」の状態は自己要因・

他者要因共に旧制度の制度的属性を持つ推進リーダーの担当フェーズで発生が開始し、ま

た継続した（事例 A のフェーズ 1、事例 B のフェーズ 1・２、事例 C のフェーズ 1）。唯一

の例外は事例 C のフェーズ 2（CL2）で、同フェーズでは推進リーダーの制度的立場は旧制

度だったが、自己認識を加味した制度的執着は中立だった。同時に、CL2 も含めそれらフ

ェーズにおける一年あたりの実行施策数は相対的に少なかった（平均が 0.45、最小 0.25、

最大 0.67 であり、これに対しこれら以外の五フェーズは平均 1.49、最小 0.89、最大 2.67）。 

 

 第二に、逆に「意図せざる不実行」の状態が解消され、Coupling と顕著な施策実行速度

の上昇が観察されたのは、自己要因・他者要因共に新制度の制度的属性を持つ推進リーダー

の担当フェーズであった（事例 A のフェーズ２・４、事例 B のフェーズ３）。事例 A のフ

ェーズ２では、新制度の制度的属性を持つ AL2 が就任し一年あたり実行施策数が中程度に

上昇したが、同時に当時はリーマンショックに端を発する景気悪化の影響で検討予算が削

減されていた。同事例では AL2 が再任したフェーズ４において、一年あたり実行施策数が

さらに大きく上昇し、形式と実態の分離を示す事象は観察されなくなっている。 

 

 第三に、制度的執着が中立的であった CL2 と CL3 が担当した各フェーズは、施策実行の

遅速に対し混合的な結果を呈した。具体的には、事例 C のフェーズ 2（CL2）では「意図せ

ざる不実行」が観察され施策実行速度が低迷した。一方フェーズ３（CL3）では「意図せざ
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る不実行」を示す要素は観察されなかったが、実行速度は上昇したもののその度合いは他事

例での新制度を体現する制度的属性の推進リーダー（AL2,BL3）の結果よりも小幅な変化

であった（CL3 における一年あたり実行施策数 0.89 に対し、AL2 は 2.00、BL3 は 2.67）。 

 

 このような制度的属性と施策実行の遅速は、どのような論理で関係するのか。分析の結果、

本データからは両変数が相互に関係する論理的つながりを示す、四つの要素が観察された

（表６－６）。以下、四つの要素がどのようなものであったかを順に記述する。 

 

表６－６：制度的属性と施策実行の遅速の関係性に関する観察要素 

事例とフェーズ 推進 

リーダー 

（制度的属

性） 

観察要素 

説得力の源泉

としての制度

的属性 

制度的属性に基

づく推進リーダ

ーの持続性 

チーミン

グによる

制度的属

性の補完 

制度的属性に

対する推進リ

ーダーのメタ

認知 

事例 A 

Phase 1  

(2004-2008 年度) 

AL1 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 2  

(2009-2011 年度) 

AL2 

（新制度） 

○ ○ ○ ○ 

Phase 3 (2012-2014

年度第一四半期) 

AL3 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 4 (2014 年度

第二四半期から) 

AL2 

（新制度） 

○ ○ ○ ○ 

事例 B 

Phase 1 

 (2006-2009 年度) 

BL1 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 2 

 (2010-2012 年度) 

BL2 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 3  

(2013 年度から) 

BL3 

（新制度） 

○ ○ ○ ○ 

事例 C 

Phase 1  

(2006-2008 年度) 

CL1 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 2 

 (2009-2012 年度) 

CL2 

（混合） 

× × × △ 

Phase 3 

 (2013 年度から) 

CL3 

（混合） 

× × × △ 

「○」：比較表を作成した結果、当該フェーズに同要素が観察され、文字データで実行速度との論理的な

強いつながりが観察されるもの 

「△」：比較表を作成した結果、当該フェーズに同要素が観察されたが、文字データで実行速度との論理

的なつながりが微弱であるもの 

「×」：比較表を作成した結果、当該フェーズでは同要素が観察されなかったもの 

出所：筆者作成 

 

 観察要素の第一として、推進リーダーの制度的属性によって、その推進する施策である

GTM が組織内でどう代弁・受容され、それがどれほど正当性を持ち反対不能なものとして

説得力を持つかに影響を与える事象が観察された。その背景には、以下のような論理が暗示

されていた。まず、推進リーダー自身が GTM の依拠する価値観である多様性の尊重を想起
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させる経歴や生得的条件を有すると、その人間が存在すること自体が組織内での GTM の代

弁性を強める。さらに、直接面と向かって相手の経歴や生得的条件を正面から否定するコミ

ュニケーションは容易でなく、周囲は否定的な意見を安易に投じ難くなるというものであ

る。例えば、事例 A では買収した欧州企業で国際人事を専門としていたドイツ人女性マネ

ジャー（AL2）を異例の形式で部長に抜擢した。AL2 はその実務能力の高さと共に、当人が

持つ制度的属性に関する要素が、GTM 推進提案の説得力に貢献したと認識されていた。同

事例において AL2 が個人として GTM 推進に大きく貢献し成功を収めたと認識されていた

が、以下はその成功理由に対する周囲の認識の一部である。 

 

“経営の上層部は彼女（AL2）のことを評価していました。女性ですし外国人ですし。…明らかに

変わりました。今までは私が来た時の上司（AL1）が何か言っても周りが全然反応しませんでしたが、

AL2 の場合座っているだけでも影響力があります。目立ちますし（笑）。（外国人に言われるのなら）

仕方がないかな、といった反応もありました。” 

（A 社元推進リーダー、AL3） 

“（AL2 の強みの一つは）外国人であることです。AL3 の絶対的なディスアドバンテージは彼が中

の人であるということです。彼が言うと差し障りがあっても、同じことを彼女が言うと通ってしまっ

たりします。やはり彼女は外国人ですし女性ですし、うちは diversity を目指そうとしている会社で

すし、「よその人」ですし。” 

(A 社推進チームスタッフ) 

 

 同様に、事例 B においてもフェーズ 3 で外部から登用された BL3 は、20 年以上にわた

る国際的な人事コンサルティング会社での経験を持つ女性コンサルタントであり、経営ト

ップが採用を決定し異例の形で組織長に就任した。データでは、GTM を直接的に専門とし

てきたその経歴と、それに基づく改革実行のノウハウの存在が、BL3 を GTM 推進に対し

説得力ある異色の専門家として組織内で認識させていた状況が観察された。下記は BL3 の

制度的属性に対する組織構成員の代表的なコメントである。 

 

“BL3 が来てからこれだけ進んでいるのは、彼女の知見・経験によるところが非常に大きいです。

私などが見ていても、「この人はコンサルタントだな」と思い、「こういう風にやればトップも理解す

るのだな」と勉強になるところもあります。社内コンサルタントのような感じです。” 

（B 社元推進リーダー、BL2） 

 

 他方で、推進リーダーが旧制度の制度的属性を持つ場合、その制度的属性が GTM 実行上

の阻害要因として認識される例が観察された。その論理は、GTM という新制度の訴求と促

進が、推進リーダーが本来持つ制度的属性と矛盾し、そのため GTM 実行推進自体が自己矛

盾かつ建て前として認識されるというものである。例えば旧制度の制度的属性を持つ AL2
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と部下として協働したスタッフは、下記のように制度的属性の負の作用を証言している。 

 

“AL2 は入社以来当社でずっと社員でいたいわゆる中の人です。ここに彼のディスアドバンテージが

あると思います。特にグローバル施策を進めるという意味では、いろいろなところで差し障りがあっ

たのではないかと思っています。「身内のお前が何を言うか」というような反応です。ある意味で、黒

船のような見られ方で、「今まで自分たちがやってきたことを壊しに来たのか」という反応も出る中

で、彼が推進するのは大変だったのではないかと思います。” 

（A 社推進チームスタッフ） 

 

 次に、第二の観察要素として、推進リーダーの新制度を奉ずる制度的属性が、自身の変革

実現に向けた粘り強い努力の継続に影響を与える事象が観察された。新制度に制度的執着

を持つ推進リーダーには、GTM の実現が自らのキャリア目標と密接に関係し、自社固有の

事情を超えて GTM 実行を追求する意思が観察された。そのような推進リーダーは、GTM

を善とする内面の強い信念を持ち、組織内の反対意見や抵抗に直面しても、繰り返し強い情

熱を維持して説得と実現への努力を継続する傾向を見せた。例えば、事例 A における AL2

は、GTM が A 社入社以前から長く続くキャリア関心と強く連動しており、過去にもそれを

追求し今後もその追求に関心を持つことを下記のようにコメントしていた。 

 

“I started my carrier in one of the global German chemical companies. I started to work in the 

international HR early in my carrier, so I had worked for global HR for my business unit since 

then…. International HR was always one of my interests.” 

（A 社推進リーダー、AL2） 

 

 事例 B における BL3 も、人事コンサルタントとして追求してきた GTM を、実際に組織

内で実現しキャリアの総仕上げを飾る機会であると認識して、B 社に推進リーダーとして

入社していた。その点で GTM 実行を BL3 は B 社が当時偶然直面した文脈での局地的な問

題としてではなく、より普遍的に自らのキャリア目標とも関連するテーマとして捉えてい

た。下記は、B 社入社にあたっての BL3 本人の認識と、周囲もそれを認識していたことを

示す担当役員の発現である。 

 

“50 歳にもなったので、ここで人生を仕切り直そうと思い、もうコンサルティング業界も疲れたし、

いちどリタイアしました。…（その時 B 社から）電話を頂きました。「当社の本社の大改革をしなけ

ればならないので、力を貸してくださいませんか」ということでした。…最後は社会貢献をして終わ

ろうと思い、「では」ということで 2013 年 2 月 1 日に入社しました。” 

（B 社推進リーダー、BL3） 

“彼女の想いは今までコンサルとしてやってきたことを、当社の中で組織として、一人ではできな
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いことを、グローバルに広げようとすることです。” 

（B 社人事部門担当役員、BD3） 

 

 これらの推進リーダーは、GTM の正当性に対して強い信念を持ち、どのような抵抗や異

なる意見に直面しても、その善なる性質に対して揺るがない信頼を維持し、GTM 実行が持

つ価値を主張した。他方で、旧制度的属性を持つ推進リーダーでは、そのような強い信念は

観察されず、むしろ実行の停滞に直面し推進リーダー自身が強いストレスを感じ GTM の価

値自体に疑念を持つ状況が観察された。旧制度属性のリーダーにおいては、自らはどのよう

に GTM を推進すべきか確固たる方針を持たず、自らが課せられた推進任務への貢献を組織

に提示することを目的に、取り組める適当な施策メニューが無いか、外部コンサルタントか

ら情報収集を行う行動も観察された。事例 A を例とすれば、下記のように、新制度を奉じ

る推進リーダー（AL2）と旧制度を奉じる推進リーダー（AL3）とで、GTM が持つ普遍的

な価値への信念について対照的なコメントが観察された。 

 

“What we do is not a nice-to-have, we have to build the new management practice. Because if we 

stay with the old business, we cannot survive. And we can only develop or acquire new businesses 

by acting differently.” 

（A 社推進リーダー、AL2） 

“自分自身が自分に対して常に自問自答しているところがありました。「本当にこれをいまやるの

か」と言う感じで。…「順番が違うだろう、今ではないだろう」と思っていました。…「誰がそんな

ものを使うのか」と。グローバルに適材適所といっても、オランダ人だって実際にはそんなに国際異

動したい人はそれほどいません。” 

（A 社元推進リーダー、AL3） 

 

 そして第三の観察要素として、推進リーダーが自らと異なる制度的属性を持つ検討メン

バーとチームを組み協働し、制度的属性と関連した障害が解消して実行が推進された事象

が観察された。新制度の制度的属性を持つ推進リーダー（AL2,BL3）は、旧制度への制度的

執着を持つ組織構成員から異端視され、また新規に組織に加入した経緯もあり、組織内の意

思決定構造や非公式の影響関係の把握に限界があり、また非公式に流通する組織内情報へ

のアクセスを有していなかった。例えば、事例Aでの新制度属性を持つ推進リーダー（AL2）

は以下のように自身の疎外を述べ、また事例 B での新制度属性を持つ推進リーダー（BL3）

の周辺関係者は推進リーダーに対する心理的距離感を以下のように表現している。 

 

“It was a quite iterative process because in the first year, my Japanese colleagues were scared. 

They didn’t want to communicate with me…I could communicate only with my own team.” 

（A 社推進リーダー、AL2） 
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“（BL3 の入社・着任時に）外から見たときには「変な人が来たな」と思いました。私からするとや

はりコンサルタントは情報やアイデアを豊富に持っています。他社の事例を知っているので、引き出

しが多いと思います。私も彼女をトップが採用した事は非常に良いことだと思いますが、私が来たと

きにはポッと 4－5 人の組織の中にライン長として入れてありました。それは、「この人にできるか

な?」と私は思います。” 

（B 社担当役員、BD3） 

 

これらの事例・フェーズでは、当該リーダーの参画以前から推進チームに在籍し、その前

後に自らもリーダーとして推進に努力した検討メンバーが存在した（AL2 にとっての AL3、

BL3 にとっての BL2）。そのような検討メンバー（AL3,BL2）は自身では旧制度の制度的属

性を持ちつつ従来から推進チームに参画しており、過去の経緯と検討の障害を把握し、また

プロパー社員かつ同じ制度的属性の組織構成員として、組織内の情報流通と人間関係に精

通していた。事例 A・B では、推進チームのメンバーとしてこれら旧制度属性を持つメンバ

ーが新制度属性を持つ推進リーダーを支援し、相互に機能を補完し合ったことが、実行推進

に貢献した認識が観察された。具体的には、事例 A では下記のコメントのように新旧両制

度属性を持つ二人の協力が、適切な相手との適切なコミュニケーションを可能とし、補完的

関係が成立したとの周囲及び本人の認識が存在した。 

 

“2010 年から 2011 年にかけ何かができたのは AL2 と AL3 の二人体制であったことが大きいと思

います。AL2 が一人でやるとできるかといえば、そうではないと個人的には思います。そう言っても

日本本社の日本組織なので。AL3 が「中の人」であるという事は、新しい事を始める上では絶対的な

ディスアドバンテージになりますが、やると決めた事を進める上では彼が調整をしてある方向に持っ

ていくことができることになります。AL2 では中の人たちをついて来させる事は逆に難しいと思いま

す。そのためこのセットでないと成り立たないと、 2009 年から二人の下について思うことがありま

す。そういう意味で AL3 は彼女が決めたことに対して全面的にサポートし、実現可能な体制を整え

ることに注力をしていました。” 

（A 社推進チームスタッフ） 

“Actually, we (AL2 and AL3) did most of the work together. Whenever we had a meeting we went 

together. He arranged a lot of contacts for me, which I couldn’t do by myself. AL3 is inside the 

headquarters in Japan and he helped me to get together with Japanese colleagues from whom I 

needed supports about the project…. AL3 was my right hand or the deputy leader. I call him a 

door opener, he arranged a lot of contacts for me and meetings with Japanese colleagues.” 

（A 社推進リーダー、AL2） 

 

事例 B においても同様に、BL3 の前任者である BL2 が検討メンバーとして BL3 を支援

する一方、推進リーダーへの違和感を持っていた担当役員も、積極的に BL3 に欠けた機能
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を補うよう意識し行動したことを示している。以下は、同担当役員による BL3 との協働に

関する考え方を示すコメントである。 

 

“（BL3 について今後障害になり得ると感じるのは）会社のいろいろなドロドロしたところを含め

た組織として、どこまで力量が発揮できるのかなと言う所です。私自身はそこはあまり期待していま

せん。それは私がやればよいだろうなと思っています。” 

（B 社担当役員、BD3） 

 

 最後に第四の観察要素として、推進リーダー自らがその制度的属性と他の組織構成員と

の差異を強く自己認識する場合に、それに伴う問題を予測して意識的に多数の対応策を取

る行動傾向が観察された。具体的には、新制度の制度的属性を持つ推進リーダー（AL2,BL3）

は、自らの制度的属性と推進施策が組織内でコンフリクトを生起させることを予測してお

り、抵抗への対応計画を含めた一連の組織変革の見通しを有していた。そして、自己の役割

を変革の推進者と明確に定義し、自らの取り組みを変革マネジメント一般に普遍化して捉

える認識が観察された。例えば、事例 A において、新制度属性を持つ推進リーダー（AL2）

は以下のように自らの取り組みを客観視する認識を共有した。事例 B においては、新制度

属性を持つ推進リーダー（BL3）は組織内の抵抗と反発の発生を前提に、それを管理して一

定の時間軸で目標の状態に変革を実現する存在として、以下のように自己を客体化した認

識を示していた。 

 

“We are not in the traditional HR community, and of course the HR community in Japan is scared 

by these initiatives. It’s about who is in the lead. Japan is the headquarters of the business but 

they fear they might be dominated by too many Western ideas or visions. It’s kind of a subtle line 

on which AD4 and I are working to involve these people on the same boat, however we have to 

take the lead.” 

（A 社推進リーダー、AL2） 

“当社の人と同じことをしていたら何のバリューもないので、きっと失うものがない私のような人

間が壊すことから始めないと、新しいものは生まれないだろうと思います。会長からは「あなたはど

れだけ嫌われているかで組織の改革のバロメーターがよくわかります、あなたが好かれているようで

あれば何も変わっていないのだと僕は見ます」と言われています（笑）。…やはり私には馴染み切れな

い所が沢山あるし、馴染むことが目的ではないので、少し離れたところでエキセントリックに動かな

いと改革は前に動かない、と思いながらやっています。…ただ私のような人間がずっととああだこう

だ言っている会社は間違っているのだと思います。…今回トップ層の人たちにその思考をきちんと習

慣にしてもらって受け継いでいってもらう体制を作るゴールとして 2017 年を持っています。” 

（B 社推進リーダー、BL3） 
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 このような自己認識と同時に、これら新制度の制度的属性を持つ推進リーダーは相対的

に多数の施策実行に向けた組織内改革行動を実行したことが観察された。表６－７は、デー

タから観察された各事例・フェーズにおける組織内改革に向けた推進リーダー及び推進チ

ームの行動の有無と、それが実行推進に影響した論理的つながりの有無を整理した観察結

果表である。データ中では七種類の組織内改革行動が観察されたが、理解を容易にするため

それらを施策詳細化及び意思決定における行動である「政治的戦術」と、組織化に関する行

動である「組織開発」の二種類のカテゴリーに帰納的に分類した。データ内で観察された各

行動の具体的な内容は、表６－８の通りである。 

 

 これらの結果は、データ中で二つの事象が観察されたことを示す。第一に、新制度属性を

持つ推進リーダーが担当したフェーズにおいて、相対的に多数の変革行動が観察されてい

る。具体的には、新制度属性のリーダーに該当する事例 A のフェーズ２・４と事例 B のフ

ェーズ 3 において、観察された政治的戦術の実行数は平均 4.0 で、そのいずれも実行速度へ

の関係に関する論理的つながりが観察されている（旧制度属性の推進リーダーが担当した

フェーズにおける実行数平均は 1.2、実行速度への論理的つながりが観察されたものは 0.2）。

組織開発に関しても、同様に新制度属性の推進リーダーに該当するフェーズにおける実行

数は平均 2.3 で、そのいずれも実行速度との論理的つながりが観察された（旧制度属性の推

進リーダーの関連フェーズでは、実行数が 0.2、実行速度との関連あるものは観察されてい

ない）。 
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表６－７（１）：政治的戦術に関する観察結果 

事例とフェーズ 推進 

リーダー 

（制度的属

性） 

観察された政治的戦術 

緻密な組織

内コミュニ

ケーション 

反対を抑制す

る段階的推進 

経営トップ

による強い

支持の確保 

外部コンサル

タントの選択

的使用 

事例 A 

Phase 1  

(2004-2008 年度) 

AL1 

（旧制度） 

△ △ × × 

Phase 2  

(2009-2011 年度) 

AL2 

（新制度） 

○ ○ ○ ○ 

Phase 3 (2012-2014 年

度第一四半期) 

AL3 

（旧制度） 

△ △ × ○ 

Phase 4 (2014 年度第二

四半期から) 

AL2 

（新制度） 

○ ○ ○ ○ 

事例 B 

Phase 1 

 (2006-2009 年度) 

BL1 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 2  

(2010-2012 年度) 

BL2 

（旧制度） 

△ △ × × 

Phase 3 

 (2013 年度から) 

BL3 

（新制度） 

○ ○ ○ ○ 

事例 C 

Phase 1 

(2006-2008 年度) 

CL1 

（旧制度） 

× × × × 

Phase 2  

(2009-2012 年度) 

CL2 

（混合） 

× △ × △ 

Phase 3 

 (2013 年度から) 

CL3 

（混合） 

○ × ○ ○ 

「○」：当該フェーズに同行動が観察され、文字データで実行速度との論理的な強いつながりが観察され

るもの 

「△」：当該フェーズに同行動が観察されたが、文字データで実行速度との論理的なつながりが微弱であ

るもの 

「×」：当該フェーズでは同行動が観察されなかったもの 

出所：筆者作成 
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表６－７（２）：組織開発に関する観察結果 

事例とフェーズ 推進 

リーダー 

（制度的属

性） 

観察された組織開発手法 

公式の部門横断検討

体制 

推進チームへの強

い地位・権限付与 

大規模な人員・予算

投資 

事例 A 

Phase 1 

 (2004-2008 年度) 

AL1 

（旧制度） 

× × × 

Phase 2 

 (2009-2011 年度) 

AL2 

（新制度） 

○ × × 

Phase 3 (2012-2014 年

度第一四半期) 

AL3 

（旧制度） 

△ × × 

Phase 4 (2014 年度第二

四半期から) 

AL2 

（新制度） 

○ ○ ○ 

事例 B 

Phase 1 

 (2006-2009 年度) 

BL1 

（旧制度） 

× × × 

Phase 2 

 (2010-2012 年度) 

BL2 

（旧制度） 

× × × 

Phase 3  

(2013 年度から) 

BL3 

（新制度） 

○ ○ ○ 

事例 C 

Phase 1  

(2006-2008 年度) 

CL1 

（旧制度） 

× × × 

Phase 2 

 (2009-2012 年度) 

CL2 

（混合） 

× × × 

Phase 3  

(2013 年度から) 

CL3 

（混合） 

△ × × 

出所：筆者作成 

「○」：当該フェーズに同行動が観察され、文字データで実行速度との論理的な強いつながりが観察され

るもの 

「△」：当該フェーズに同行動が観察されたが、文字データで実行速度との論理的なつながりが微弱であ

るもの 

「×」：当該フェーズでは同行動が観察されなかったもの 

出所：筆者作成 
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表６－８：観察された政治的戦術・組織開発手法の内容 

戦術 内容 

政治的戦術 緻密な組織内コミュニケー

ション 

 組織内ステークホルダーとの継続的な対話、及びそ

の実質的な検討メンバーへの任命・抱き込み 

 組織内ステークホルダーに対する、実務的利益を強

調したメッセージ提示 

 組織内ステークホルダーからのフィードバック意見

の収集と、その施策詳細への反映 

反対を抑制する段階的推進  組織内ステークホルダーの実務的利益の認識に応じ

た検討施策の優先順位づけ 

 小さなリスクで早期成功を見せ賛同の流れを作る部

分的パイロットスタディの実施 

経営トップによる強い支持

の確保 

 経営トップによる直接かつ頻繁な検討支持とその重

要性の主張 

外部コンサルタントの選択

的使用 

 自らが検討目標と検討範囲を主導的に設定し、推進

チーム自身の担当領域も設け明確な担当区分を設定

した上での、有償の外部コンサルタント活用 

組織開発手法  公式の部門横断検討体制  経営トップ直轄の公式な部門横断検討体制確立 

推進チームへの強い地位・

権限付与 

 中期経営計画を含む全社戦略の中での、高優先順位

施策としての承認 

 推進チームリーダーへの、前例を超えた高い職位の

付与 

大規模な人員・予算投資  経営トップの承認を得た、大規模な予算の確保 

 大人数の専任検討メンバー確保 

出所：筆者作成 

 

第二に、制度的執着が旧制度と異なるが制度的立場が旧制度であると周囲から認識され

た推進リーダー（「混合」的な制度的属性、事例 C の CL2,CL3）については、変革行動の採

用が旧制度属性の推進リーダーよりも多い（新制度属性のリーダーのフェーズよりは少な

い）が、結果との論理的なつながりは微弱であった。具体的には、政治的戦術について採用

数が 2.5、結果との論理的つながりが観察されたものは 1.5 であり、組織開発については採

用数が 0.5、結果との論理的つながりが観察されたものは存在しなかった。表６－９は、以

上の情報を用いて、推進リーダーの制度的属性によるフェーズ別の改革行動の観察結果比

較を整理したものである。 
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表６－９：推進リーダーの制度的属性別、改革行動の観察結果 

推進リーダーの 

制度的属性 

改革行動の観察結果 

政治的戦術 組織開発 

実行数 

（フェーズ平均） 

結果との論理的つ

ながりの観察数

（フェーズ平均） 

実行数 

（フェーズ平均） 

結果との論理的つ

ながりの観察数

（フェーズ平均） 

新制度 (n=3) 4.0 4.0 2.3 2.3 

混合 (n=2) 2.5 1.5 0.5 0 

旧制度 (n=5) 1.2 0.2 0.2 0 

注：推進リーダーの制度的属性は表６－６の定義に従い、二フェーズを担当した推進リーダー（AL2）は

二フェーズを単独のフェーズ二つと集計した。 

出所：筆者作成 

 

６－４．考察と結論 

 

本章では、日本企業本社のグローバル人事制度の実行過程を題材に、推進リーダーの制

度的属性について比較事例研究を行った。検討の焦点として、ミドルリーダーの制度的属

性を主観的要因に加え他の組織内構成員からの社会的構成としても捉えた際に、それがど

のように構成されるのか、そしてその制度的属性が制度的圧力の下での施策実行過程とど

う関係するか、影響要素を探索した。本データの分析結果は多様な側面を含むが、その中

でリサーチクエスチョンに関連し変数間の論理的関係を支持する証拠が一定程度観察され

たものとして、以下が示唆として抽出されると考えられる。 

 

第一に、制度的属性は制度ロジックの内容と関連する本人属性に応じて、社会的にも構

成されることが観察された。本事例群では、旧制度である日本的人事制度に対して、新制

度としての GTM は人材多様性の実現を正当性ある価値として追求するものだった。そし

て組織構成員による推進リーダーの制度的立場の判定においては、新旧制度の対立点であ

る人材多様性に直接関連する、国籍・性別・職歴が判断要素として観察された。具体的に

は、キャリア全体で日本的人事制度の影響下にあり、かつ旧制度で主流とされていた新卒

入社プロパーの日本人男性推進リーダーは旧制度の立場を持つと判断され、中途入社で

GTM をキャリアの中で追求し、また自身が国籍（非日本人）・性別（女性）の点で多様性

を体現する推進リーダーはその特性を意識される形で新制度の立場を持つと判断された。

分析を通じ、制度的属性の構成に関して主観に関わる要素である制度的執着（Almandoz, 

2012; 2104）のみを対象としてきた先行研究に対して、制度的属性の社会的構成を具体的

に示したことが、本研究の第一の貢献である。このような視点は、超越的な個人スキルに
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説明を還元する制度的企業家論の限界を打破し、企業家が制度と社会的認識に埋め込まれ

た状況を前提に、どのような埋め込まれ方がどのように発揮能力を制約するのかを解き明

かす新たな研究視点の可能性を開く。 

 

第二に、社会的に構成される制度的立場は制度的執着（本人主観）と同じ志向を示す場

合も多いが、新旧どちらの制度への傾向を持つかについて、制度的執着と制度的立場（自

他の認識）が異なる場合があることも観察された。具体的には、事例 C の二人の推進リー

ダー（CL2, CL3）が新規性を志向した制度的執着を示しながら、制度的立場は旧制度属性

と認識されていた。これらリーダーは新卒入社プロパーの日本人男性だが、社内で経験を

積んだ機能部門が人事部門でないことを根拠に、自らが旧制度に捉われず斬新な視点で改

革に臨むことが出来る存在と認識し、それにふさわしい実行施策及び手法を選択したとの

認識を示した。そして実行結果に関して、これら混合的属性の推進リーダーによる実行フ

ェーズは、新旧両制度の推進リーダーのそれと比較し、実行速度及とその影響要因に関し

て、中間的な観察結果を持つ独特の傾向を示した。これらは、主観と客観の両構成要素を

考慮することではじめて示される、混合的な制度的属性が存在し得ることを示唆する。組

織内のミクロ構造に注目した制度理論研究では、各個人が自らの奉じる制度的ロジックの

優越を目指し、レトリックを通じて意味を創造し、政治的資源をめぐり暗闘する行為が描

かれる（Zilber, 2002）。しかし、個人がある制度の代弁をどれほど巧みに試みても、周囲

はその内容に加えて発信者が何者であるかを合わせて評価するため、意図通りの結果が生

まれるとは限らない。本研究の第二の貢献は、このように個人が発揮する行為（何を行う

か）のみならず、個人そのもの（誰が行うか）が制度的に曖昧さを持ち検討に値する領域

である可能性を示し、制度をより重層的に捉えた議論を発展させることである。 

 

第三に、本データでは新制度を体現する制度的属性を持つ推進リーダーが担当するフェ

ーズにおいて新制度関連の施策実行が加速しており、かつその論理的関係を説明する四つ

の具体的経路が観察された。従って、先行研究が示すように（Almandoz, 2014）、推進リ

ーダーの制度的属性は制度が関連する施策実行に対して一定の影響を及ぼした可能性が示

唆される。本研究では「意図せざる不実行」（Crilly, Zollo & Hansen, 2012）が解消する

文脈において、推進リーダーの交代による推進者の制度的属性の変化と、それに伴う組織

内の制度ロジックの代弁状況に変化が観察された。Crilly, Zollo & Hansen （2012）は、

「意図せざる不実行」の発生要因が、制度的利益と実務的利益とをめぐる組織内での調停

困難なコンフリクトの発生であることを示した。本研究の文脈においても、同種のコンフ

リクトは推進チームと事業部門の間で観察されており、この点で本研究は先行研究を支持

する。同時に、先行研究では実証されていない「意図せざる不実行」の解消とそのメカニ

ズムについて、本研究は説明要因として推進リーダーの制度的属性の変化による、組織内

での制度ロジックの代弁状況の変化（cf. Pache & Santos, 2010）を示唆する点で、新たな
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理論的貢献を行う。また本研究の文脈は、Coupling（Tilcsik, 2010）または Recoupling

（Espeland, 1998; Hallet, 2010）の研究系譜にも適合する。先行研究では、Coupling の

説明要因は政治的対立と権力関係の変化とされてきたが、本結果でも施策の実現を意図し

た複数の政治的戦術と組織開発とその後の実行加速が観察され、この点で先行研究を支持

する。一方で、従来の研究では推進リーダーの制度的属性は新制度の体現者として固定的

に検討されてきたが、本研究では制度的属性を操作変数とし、新制度・旧制度・混合的の

三種の制度的属性を持つ推進リーダーの指揮下における過程を検討した。そしてそれに基

づき推進リーダーが新制度属性を持たない場合に Coupling が発生しない現象とその論理

を観察した点で、本研究は旧制度属性を持つ推進リーダーによる組織変革の機能不全とい

う、これまで報告されていない組織事象の存在を提示している。 

 

尚、本分析で観察された推進リーダー及び推進チームによる一連の改革行動は、組織内

でのアクターによる影響力の確保行為であり、同種の行為の発生を命題とするパワー理論

を支持する（Pfeffer, 1981）。Pfeffer（1981）は、パワーを「自己の影響が無ければ取ら

なかった行動を他者に取らせる作用」と規定し、正当性と結合することでパワーが権限と

して固着するとする。そして、各アクターが組織内の資源配分における優位性を目指して

パワーを競い、その調整結果として組織行動が決定する組織観を提示した。さらに、アク

ターは圧迫的な印象を避け、正当性を確立し、他者の支援を獲得する基本戦略の下に、多

様な戦術を駆使するとされた。本データの推進リーダーは、新制度属性を持つ者のみが自

己の制度的属性による障害の発生を予期し、改革行動としての政治的戦術及び組織開発の

手法を相対的に多数使用していた。具体的な政治的戦術として本データで観察された四要

素（「緻密な組織内コミュニケーション」・「反対を抑制する段階的推進」・「経営トップに

よる強い支持の確保」・「外部コンサルタントの選択的使用」）は、Pfeffer（1981）が提示

した戦術と基本的に合致するが、本データで観察された「経営トップによる強い支持の確

保」、及びその他の組織開発手法による検討の社内制度化について、Pfeffer（1981）は明

示的に議論していない。この点で、Pfeffer（1981）の議論は組織規程が緩やかな非営利組

織も含めた組織一般に普遍的な理論を目指したものだが、本データが示す上場企業組織で

の組織変革は、経営トップの権限及び公式組織規程（組織設立・職務的地位・予算人員）

の影響が確立し、かつそれを組織構成員が前提として共有する文脈である点が異なると考

えられる。 

 

一方で、本事例群で「意図せざる不実行」が解消し施策実行が加速した背後には、その

他の文脈要因が存在する可能性がある。特に留意すべき点として、データでは Coupling

の発生の前後から、全社事業戦略の転換が発生しそれに伴って GTM が持つ実務的利益の

意味が転換していたことが観察されている。 
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具体的には、A 社では各事業とそれに含まれる各地域がそれぞれ別個に事業を展開し、

グループ本社が持ち株会社として機能することで事業成長を最適化する方針が持たれてい

たが、事業環境の変化認識に伴い、2015 年度から三年間の中期経営計画以降、事業間と地

域間の連携を強化することで競争優位の源泉を確保することが明確な公式方針となってい

た。その背景には、リーマンショック後の業績低迷とそれに連動した従来のビジネスモデ

ルによる競争力の衰退が強く事業部門に認識され、戦略転換とそれに合わせた体質改革が

重要な経営課題と認識された認識が存在した。特に、2012 年に対外発表された今後展開予

定の米国での大型投資案件については、その規模の大きさ故に日本人駐在・派遣だけでは

対応不能であることが明確であり、かつ米国現地法人にも十分な人的資源が無い状況であ

ると組織内で認識された。結果として、同案件及びそれ以外の潜在的案件も念頭に、海外

人材を育成し自在に異動させ必要な地域に投入することの可否が業績に大きく影響すると

いう論理で、「HR ポートフォリオの変革」が中期経営計画の四本柱の一つに位置づけられ

ていた。B 社においては、海外売上高比率が徐々に上昇を続ける中、収益性が高い海外事

業での成長実現が事業戦略上の重要性を増し、またシンガポール拠点を海外事業本社と位

置づけ海外事業を委任する方向性が拠点長の退職もあり困難となっていた。フェーズ 2 の

後期にはグローバル事業の統括機能を本社が干渉し強化する実務的利益と必要性を経営陣

が痛感する状況となり、2014 年度の新社長就任に伴い大規模な体質変革プロジェクトの中

核として GTM が位置づけられた。C 社では、2014 年度に実行した大型海外企業買収に伴

い、新たにグループに参画する多人数の海外グループ企業従業員を迎える状況となった。

当該時期の推進リーダー（CL3）は、それら人材の受容と活用のために人事制度を整理統

合する必要性が事業部門を含めて従来以上に共有され始めたと認識していた。 

 

これら事例に共通していたのは、事業環境認識と戦略方針の転換に伴い、実務的利益と

制度的関心の対立が緩和され、両者が融和する事象である。この事象に関して、推進リー

ダー個人の制度的属性が結果をもたらしたのではなく、従来から実務的利益に基づいて行

動していた組織が、組織認識と事業戦略を転換したことで、GTM 採用に実務的利益を見

出すよう変化したことが、Coupling の結果をもたらしたとする解釈も論理的には可能であ

る。また、組織内でそのような認識を公式方針として明文化して意思決定し、かつ事業戦

略を承認したのは経営トップであり、従って個人レベルで Coupling に影響を及ぼした要

因があるとしても、その主たるものは経営トップの資性もしくは判断の質であるとの論理

も成立し得る。これらの仮説にも一定の蓋然性は認められるが、同時に実務的利益と制度

的関心を矛盾なく両立させるレトリックを形成し、組織内で実際に構成員に作用しそのよ

うな認識形成に直接携わったのは推進リーダーであった。実務的利益と制度的関心は断絶

して存在するのでなく、どのように実務的利益を解釈するか自体が、制度の影響を受け、

両者は本質的に不可分な性質も持つ（Lounsbury, 2007）。その意味で、推進リーダーは、

組織構成員に制度的関心の正当性を一方的に認めさせ実務的利益を無視させる役割ではな
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く、むしろ実務的利益を判断する前提やその尺度に影響を与え、制度の受容が実務的利益

とも矛盾しない認識を形成し普及させる補助的役割を果たしたと考えることが出来る。こ

れは、推進派による有力地位の確保が制度変化を起こすとする旧来の政治過程重視の説明

を超え、Coupling においても認識変化が制度変化に果たす役割の重要性を示唆する。 

 

さらに、本研究で観察された要素とは別に、結果の説明に関連した要因が存在し得る。第

一に、第五章でも検討した通り、景気動向と企業業績が資源配分と組織内活動の優先順位に

影響する論理的可能性がある。本事例群においては、Coupling が観察され始めたフェーズ

（事例 A のフェーズ 2、事例 B のフェーズ 3、事例 C のフェーズ 3）以降、一定の業績変

動が存在した。具体的には、事例 A においてはフェーズ 2 において業績が売上高・経常利

益の両面で悪化した。その後、同社の業績はフェーズ 3 以降に緩やかに回復したが、2014

年度に同社は一部の人員整理を行っている。事例 B では、フェーズ 1 の末期とフェーズ 2

の初期に業績が売上高・経常利益の両面で悪化した。その後、フェーズ 2 以降同社の業績は

緩やかに回復したが、2015 年度に一部の人員整理を行っている。事例 C でも、業績は同様

の傾向を示した。特に業績低迷と Coupling の時期に重複が存在する事例 A において、業績

悪化に伴う優先順位の変化は、新制度属性の推進リーダーによる実行加速の効果を一定程

度減退させる方向で結果に影響した可能性が存在する。 

 

第二に、企業規模が実行の遅速に影響した可能性が論理的に存在する（cf. Beck & 

Welgenbach, 2005）。本事例の経緯において、事例 C は 2014 年度に大規模な海外買収を行

い事業規模が拡大した。但し、同買収がスラックリソースを増し余剰人員を GTM 推進に転

移させた現象は観察されず、むしろ買収後の統合に推進チームも含めた社内リソースが要

求され、実行速度に顕著な正の影響を与える論理は観察されなかった。また、相対的に企業

規模が大きい事例 A（2014 年度に売上高約 8,000 億円）でも小さい事例 B（同、売上高約

4,000 億円）でも、共に Coupling は観察された。以上のように、本データにおいて、企業

規模が結果に大きな影響を与えた証拠は見出されていない。 

 

最後に、本研究にはいくつかの限界がある。第一に、構成概念妥当性について、特に制

度的立場に関する情報源が、推進チーム関係者を中心とするインタビュー対象者に限定さ

れており、バイアスが存在する可能性がある。将来的な研究では、対立者も含めた組織内

のより多様なステークホルダーの認識をデータ収集し検討することが必要かつ有用と考え

られる。第二に、内的妥当性について、本研究では制度的属性以外の複数要因による結果

への影響の可能性も観察されたが、これら潜在的説明変数における強弱関係が必ずしも明

確となっていない。例えばより多数の事例サンプルによって可能となる QCA 等の比較手

法を用いる等、要因間の優劣に関する確認を行うことが、本研究の発見事項の意義をより

明確にすることに貢献すると考えられる。 
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第七章 本研究の示唆と今後の研究課題 

 

 本研究の問いは、「制度的複雑性（矛盾をはらむ複数の制度的圧力が存在する状況）に対

して、組織の反応がなぜ、どのように異なるか」である。特に、組織反応を説明する上で重

要だが先行研究が不足する、以下二つの視点を問題とした。第一に、組織内の意思決定プロ

セスの観点でどのような要因が影響するのか。第二に、制度への反応が時系列で変化する中

で、影響する要因とメカニズムはどう変化するのか。具体的には、先行研究では断絶して検

討されている、施策の採用（Adoption）、実行における形式と実態の乖離（Decoupling）、

その後の実行加速（Coupling）を連続して観察した際に、各段階にどのような相互連続性が

あるかを検討した。 

 

本研究では、問いに対する答えの論拠として、グラウンデッドセオリーの考え方に基づき、

比較事例研究による要因探索を行った。その際、制度派組織論における制度的複雑性の世界

観を前提に、アクターのエージェンシーの可能性を制約付きで肯定する制度ワーク

（Institutional work）の理論的蓄積への貢献を目指し、組織レベルでの検討を行った。 

 

データ収集は、B2B 事業で海外展開する東証上場中堅日本企業七社（売上高 3,000 億～

1 兆円、A～G 社）での、グローバル人事制度（GTM）導入に関する 2004 年度から 2015

年度第一四半期の範囲の採用・実行過程について実施した。この文脈を対象とした理由は、

旧制度（日本的人事制度）と新制度（GTM）の対立が顕著な制度的複雑性を示すことと、

当該状況への対応の実務的重要性の高さである。収集したデータは録音インタビュー（半構

造化インタビュー7 社 22 回 33 時間、非構造化インタビュー3 社 7 件 4 時間）と文献資料

（各社 IR 資料、新聞雑誌、4 社における社内検討資料（経営会議資料、中計資料等））であ

る。 

 

データ分析は、以下の一定の手順に基づいて実施した。まず録音データを文字データに変

換し、各所に内容を要約したラベルを付し、文献データと合わせ事例ごとの時系列での事象

整理を行った。次に、ラベルを帰納的に抽出した九種類の対象話題領域（論理カテゴリー）

に分類した。さらに、ラベルを比較軸（Adoption：七社間の採用の遅速、Decoupling：五

社間の実行初期の遅速、Coupling：三社 10 フェーズ間の実行加速の有無）に応じ分別し、

各論理カテゴリーで比較軸間のラベルにどのような差異があるか照合表を作成し、差異と

論理的なつながりを抽出した。 

 

本研究の問いに対する答えは、以下の通りである。まず、組織の反応は Adoption・

Decoupling・Coupling の各段階それぞれが連続し、かつ相互に関係している。そして、制

度が推す施策の採用時期と採用後の実行の程度において組織の個体差が生じる。具体的に
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組織の個体差が生じる点として、Adoption における制度の採用時期、採用後の Decoupling

の発生有無、Decoupling の後の Coupling の発生有無の三点が存在する。早期採用組織（事

例 A・B・C）は、採用後に施策実行をめぐり調停不能な組織内対立が起こり「意図せざる

不実行」の状態となる。しかしその後、施策の実務的利益を高める事業環境変化と合わせ、

新制度を体現する推進リーダーが緩衝役として制度的関心と実務的利益を一致させる組織

認識変化に貢献し、施策実行は加速する。但し、推進リーダーの制度的属性が新旧混合的で

ある場合、実行加速の程度は小さくなる（事例 C）。他方で後期採用組織（事例 F・G）は、

実行時に施策の実務的利益に関する組織内対立が発生せず、「意図せざる不実行」を経ずに

迅速な実行に至る。最終的な組織形態は、採用された施策項目で言えばいずれの事例も同じ

だが、採用から実行加速状態までの期間に最大 10 年程度の差があり、その間早期採用事例

では実行検討に人員と予算を投入しつつわずかな進捗しか無い状態が継続した。 

 

これらの個体差が生まれる背景には、意思決定プロセスに関する組織の固有特性と、組織

反応の段階間の波及効果が存在する。本研究では、制度変化の各段階を横断して、意思決定

プロセスの特性が採用の経緯に、採用の経緯が実行の停滞に、そして実行の停滞が部分的に

実行の加速に影響する事象が観察された。これは、組織レベルでの制度変化に明確な経路依

存性が存在することを意味し、本研究が仮説とした制度変化における経時的変化観察の重

要性を示唆している。具体的には、制度変化の段階に応じ以下の要因が観察されている。 

 

第一に、内部に強い正当性の根源を持たず外部に正当性を求める傾向の強い意思決定構

造を持つ組織が、制度的利益を重視して施策を早期採用し、円滑な意思決定と調和を実現す

る現象がある。逆に、内部に強い正当性の根源と共有された判断基準を持つ組織は、実務的

利益のみを重視しそれが認識された段階でようやく施策を遅れて採用する。これは、組織反

応への影響要因として、先行研究が重視するフレーミング等の一時的変動要因ではなく、組

織の意思決定のあり方に固着する恒常的な特性を検討することの重要性を示唆する。 

 

第二に、そうした採用決定の経緯（認識された実務的利益の有無）が、実行段階における

組織内対立の発生有無に影響し、結果として組織の施策実行の徹底度合いに影響する。制度

的理由を重視した早期採用では、採用時に実務的利益が考慮されず、結果として組織内に実

務的利益の不在を理由とする調整困難な利害対立が生じ、円滑な実行が阻害され「意図せざ

る不実行」が起こる。逆に、後期採用では採用時から実務的利益の存在が採用理由となって

いるため、そのようなコンフリクトは発生せず相対的に速やかかつ真剣な実行が可能とな

る。これは、制度が支持する施策の採用における経緯が、その後の実行過程に影響を及ぼす

ことを示す。このような採用と実行の関係性は、先行研究において潜在的な重要性が指摘さ

れつつ具体的な検証が不足していた論理的関係である。 
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第三に、「意図せざる不実行」が発生しても、制度的理由で導入された実行推進体制に組

み込まれた人員が、自らの任務達成のため組織変革に努力し、実務的利益への認識を変化さ

せ実行が加速し得る。その際、推進者（ミドルリーダー）が他者から見ても自らも新制度を

奉ずる「制度的属性」を持つことが、そのような認識変化を通じた実行加速に貢献する。こ

こでは、推進リーダー本人の制度的執着だけでなく、先行研究では検討されてこなかった

「制度的立場」（組織内の他構成員が当該人物に認識する制度的志向性）も個人の制度的属

性に影響を与える、制度的属性の社会的構成が示された。そして、推進リーダーの制度的属

性は、先行研究の支持する通り組織内での制度ロジックの代弁の程度に影響を与え、新制度

の代弁者が固有のメカニズムを通じて新制度の実行加速に貢献した事象が観察された。但

し、本事例群では経営トップの交代と戦略的方針の転換が同時期に発生しており、推進リー

ダーの制度的属性は必ずしも単独で結果に作用したわけではなく、これら前提条件の変化

に伴う組織内の実務的利益の認識と制度的関心の融合を促進することで結果に影響したと

考えられる。本研究は、制度採用後の実行加速に関して、あるいはより広範に定義すれば組

織変革の加速において、変革推進者の行為だけではなく、推進者の主体としての認識のされ

方が結果に影響を及ぼす視点を提示する。また本研究において、採用後に形式と実態の乖離

が発生する過程で（事例 A・B）、旧制度属性を持つ推進リーダーが検討に参画していた。彼

らの参画フェーズにおいて実行は停滞したが、彼らが参画したことが、後に彼らを旧制度属

性の周囲と親和性が高く説得工作に長じかつ検討経緯を熟知した存在とさせ、新制度属性

を持つ推進リーダーの欠陥を補う存在として、実行加速に影響を与えた。これは、実行停滞

時の経緯が後の実行加速の実現に影響を与えるという意味で、時系列変化の相互連動性を

示している。 

 

本論文の主要な学術的貢献は、三点ある。第一に、制度に対する組織反応において、組織

固有の意思決定プロセス特性の具体的な影響と、制度に対する組織反応の各段階の相関を

実証した点で制度理論に貢献する。第二に、「外的正当性への感度」という新概念を提起し、

制度理論における組織の意思決定に関する固有要因の探索の価値を提起する。そして第三

に、変革推進者の制度的代弁性に関する他者評価が組織反応に影響するメカニズムを示し、

制度的属性の社会的構成をより精緻に検討する重要性を提起する。 

 

本研究の妥当性に対する主な脅威に対する考察は、以下の通りである。まず構成概念妥当

性に対しては、収集したデータの範囲から三角測量を行った。特に回答者が自ら指摘した因

果関係や関連要因を要素概念に採用するにあたり、他のインタビュー及び文献データで傍

証を確認し、傍証が観察されないものは排除する方針とした。しかし、本研究では過去 10

年以上を遡って振り返ったインタビューを行い、また制度的複雑性の中で一方の制度ロジ

ックに寄与するセグメント（GTM 推進チーム関係者）のみをインタビュー源としている点

で、情報源の正確性と中立性に改善の余地を持つ。将来の長期観察実証研究では、推進への
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抵抗側・退職者・外部コンサルタント等、より広範な関係者を情報源に網羅した検討がなさ

れることが有用である。また、本研究の制度的属性に関する観察結果（第六章）に関し、制

度的立場の分析が少数かつ特定セグメント（新制度推進チーム関係者）からのデータに依拠

した範囲に留まるため、将来の研究において制度的属性の社会的構成に関し、組織内でより

広範なアクターからの認識データ収集を伴う形式で検証が行われることが望ましい。 

 

内的妥当性に対しては、観察データ内で観察された他の要因、及び先行研究で議論される

他の影響要因を中心に、抽出した説明変数及び被説明変数への潜在的影響を検討した。具体

的には、景気動向の変化、企業業績・外部ステークホルダーの意向（の観察有無）、企業規

模、経営トップ（交代もしくは方針変化）、観察期間の長短の影響、環境認識と戦略（中期

経営計画）の変化を検討した。その中で特に経営トップの交代とそれに伴う環境認識・戦略

（中期経営計画）の変化については実行加速に対する影響が観察され、本論文の発見事項

（推進者の制度的属性）は、単体で結果をもたらしたというよりも、これら要因と結果の相

関性を強化する役割を果たしたと考えられる。 

 

外的妥当性については、企業データベースから対象条件を明確にしてポピュレーション

を定義し、そのプールから理論的サンプリングを行っている。但し、本研究では事例群の選

択において、一部の組織特性、特に業種特性（本研究は B2B 事業のみ）と創業者一族の影

響（本研究は早期採用事例が創業者一族の経営陣在籍企業、後期採用事例がそうでない企業

のみ）に関する操作が不十分となっているため、今後はこれら変数の影響を操作した上での

検討が行われることが望ましい。また本研究のサンプルでは、採用時期と採用モチベーショ

ンに関して通説と異なる事象が観察された。サンプルは対象企業ポピュレーションの条件

を満たす条件から偏りなく抽出されており、その限りにおいては一定程度代表的なサンプ

リングを行っている。但し、サンプル企業のうち早期採用企業はいずれもテレビ・電車内等

での広告出稿を定期的に継続する等、ポピュレーションの中でも比較的知名度が高く、外的

評価を意識して高める経営慣行を選択してきた特異な企業セグメントである可能性がある。

また、対象となった制度（施策）の性質に応じて、このような特異な反応が顕在化した可能

性もある。本研究で題材とした GTM は、政府や企業団体による具体的な規制を伴わない努

力目標である点で、強制的同型化としての性質はやや微弱である。インタビューでも、むし

ろ海外に対する規範的同型化と、国内における模倣的同型化としての圧力が強く意識され

ていた。このように弱い強制力の下で、あくまで理想論としての規範が意識され、かつ結果

が不確実と認識される新制度である場合に限り、本研究で観察された「制度的理由のための

早期採用」が顕在化する可能性もある。本研究の発見事項の有効範囲を理解する上で、対象

となる制度的圧力の性質を精緻に分類した上での、制度普及メカニズムの検証が今後有用

と考えられる。 
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 本研究では関連する要因を可能な限り幅広くとらえた検討を志向したが、学術研究一般

の例に漏れず、検討が不十分となった限界領域が複数存在する。本研究から派生して考えら

れる、今後に積み残された研究課題のうち、特に重要と考えられるものは以下の通りである。 

 

第一に、本研究においては、組織内プロセスに関する一貫した理論を活用した検討が十分

になされていない。本研究でも組織認識論およびパワー理論等との照合は部分的に含まれ

ているが、他の理論的視点も含めて、組織内プロセスの検討理論をより包括的にレビューし、

制度理論と組み合わせて議論することは、新たな理論的視点の開発につながり得る。 

 

第二に、「外的正当性に対する感度」を中心とした、組織が恒常的に持つ意思決定プロセ

ス要因の構成要素をより精緻化することが、今後の制度理論研究に展開され得る一つの方

向性である。そのような検討は、どのような組織が制度に過剰反応し「意図せざる不実行」

に資源を浪費し、どのような組織であればそれを防ぐことが可能か、実務的な貢献につなが

り易いと考えられる。 

 

第三に、本研究では人事制度について比較的単純化した検討を行っているが、同分野の観

点でより精緻に研究することが可能かつ有用である。人的資源管理論の観点では、日本的人

事制度もそれ自体が GTM の普及以前から徐々に変化しつつある点が議論されている（須

田、2015）。このような根底にある変化トレンドの中で、GTM は本研究で定義した以上に

微妙かつ曖昧な制度的意味を持つ可能性がある。さらに、本研究では事例研究企業の個別人

事制度について詳細を検討せず、新規に導入実行した新制度の項目のみを検討したが、本来

人事制度は個社ごとに運用も含めた個別性があり、また過去に導入してきた制度にも差異

がある。このような具体的な人事制度における出発点の違いと、運用方法も含めた微妙な組

織差を検討することで、より詳細な制度の影響と組織反応を観察することが可能となる。 

 

そしてそれと関連して、第四に、各事例組織が導入した制度は一律に同じものではなく、

採用の際に組織が制度を自らの文脈に合うよう翻訳し微妙に異なるものに作り変える

（Translation）点への検討が不足している。特にスカンジナビアの先行研究においては、

国境を超えた慣行の普及において、同じ施策が普及するのでなく、国の制度的文脈に応じて

「翻訳」が行われることが活発に議論されている（Boxenbaum, 2006）。そのような先行研

究の視点を加味し、結果として実行される施策を海外のひな形と同一、及び日本企業内でも

一律のものと捉えず、施策を自己流に改定する過程自体を組織反応の特性として検討する

ことで、別の先行研究分野を援用しつつ、組織反応の個体差をより具体的に検討することが

可能となると考えられる。 
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注  

1)  

例えばヘイグループ（www.haygroup.com/jp）、マーサー等（www.mecer.co.jp）。 

 

2) 

代表例として、アクセンチュア経営コンサルティング本部人材・組織マネジメントグルー

プ,2011; ヘイコンサルティンググループ,2007 ; ヤマモト,2006 ; ヤマモト&太田,2009

等。 

 

3)  

例えば「日経ビジネス」における 2009/01/12 号 32～35 ページ、2010/06/21 号 38～40 ペ

ージ、「週間東洋経済」における 2012/09/15 号 59 ページ、2013/12/28 号 50～51 ペー

ジ、「週刊ダイヤモンド」における 2008/05/31 号 56～65 ページ 、2013/08/03 号 100～

107 ページなど。 

 

3) 

 本稿のサンプル企業は、匿名を条件として研究協力に同意した。 

 

4)  

非公表のため、取り扱いサービスにおける海外取引比率を使用した。 

 

  



138 

 

参照文献 

 

Abegglen, J. 1958. The Japanese factory. New York: The Free Press. 

Abegglen, J. 1973. Management and worker: The Japanese solution. Tokyo: Kodansha 

International. 

Abegglen, J. C., & Stalk Jr., G. 1985. Kaisha, the Japanese corporation. New York: Basic Books. 

Almandoz, J. 2012. Arriving at the start line: The impact of community and financial logics on new 

banking ventures. Academy of Management Journal, 55: 1381-1406. 

Almandoz, J. 2014. Founding teams as carriers of competing logics: When institutional forces 

predict banks' risk exposure. Administrative Science Quarterly, 59: 443-472. 

Ansari, S. M., Fiss, P. C., & Zajac, E. J. 2010. Made to fit: How practices vary as they diffuse. 

Academy of Management Review, 35: 67-92. 

Ansari, S., Wijen, F., & Gray, B. 2013. Constructing a climate change logic: An institutional 

perspective on the "Tragedy of the commons". Organization Science, 24: 1014-1040. 

Bansal, P. 2004. Evolving sustainability: A longitudinal study of corporate sustainable development. 

Strategic Management Journal, 26: 197-218. 

Baron, J. P., Dobbin, F., & Jennings, P. D. 1986. War and peace: The evolution of modern personnel 

administration in the U.S, industry. American Journal of Sociology. 92: 250-283. 

Barr, P. S., Stimpert, J. L., & Huff, A. S. 1992. Cognitive change, strategic action, and organizational 

renewal. Strategic Management Journal, 13: 15-36. 

Bartlett, C., & Ghoshal, S. 1989. Managing across borders: The transnational solution. Boston: 

Harvard Business School Press（吉原英樹監訳『地球市場時代の企業戦略』日本経済新聞

社, 1990 年）. 

Basu, O.K., Dirsmith, M.W., & Gupta, P.P. 1999. The coupling of the symbolic and the technical in 

an institutionalized context: The negotiated order of the GAO’s audit reporting process. 

American Sociological Review, 64: 506-526. 

Battilana, J. 2006. Agency and institutions: The enabling role of individuals' social position. 

Organization, 13: 653-676. 

Battilana, J., & Casciaro, T. 2012. Change agents, networks, and institutions: A contingency theory 

of organizational change. Academy of Management Journal, 55: 381-398. 

Battilana, J., & D’Aunno, T. 2009. Institutional work and the paradox of embedded agency. In T. B, 

Lawrence, R., Suddaby, & B., Leca (Eds.), Institutional work: Actors and agency in 

institutional studies of organizations: 31-58. Cambridge: Cambridge University Press. 

Beck, N., & Walgenbach, P. 2005. Technical efficiency or adaptation to institutionalized 

expectations? The adoption of ISO 9000 standards in the German mechanical engineering 

industry. Organizational Studies, 26: 841-866. 



139 

 

Beckert, J. 1999. Agency, entrepreneurs, and institutional change. The role of strategic choice and 

institutionalized practices in organizations. Organization Studies, 20: 777-799. 

Beechler, S., & Woodward, I.C. 2009. The global war for talent. Journal of International 

Management, 15: 273-285. 

Berger, P.L., & Luckman, T. 1967. The social construction of reality: A treatise in the sociology of 

knowledge. Garden City: Anchor Book. 

Besharov, M. L., & Smith, W. K. 2014. Multiple institutional logics in organizations: Explaining 

their varied nature and implications. Academy of Management Review, 39:364-381. 

Bhappu, A. D. 2000. The Japanese family: An institutional logic for Japanese corporate networks 

and Japanese management. Academy of Management Review, 25: 409-415. 

Bjorkman, I., Fey, C.F., & Park, H.J. 2007. Institutional theory and MNC subsidiary HRM practices: 

Evidence from a three-country study. Journal of International Business Studies, 38: 430-446. 

Bjorkman, I., Smale, A., Sumelius, J., Suutari, V., & Lu, Y. 2006. Change in institutional context and 

MNC operations in China: Subsidiary HRM practices in 1996 versus 2006. International 

Business Review, 17: 146-158. 

Blau, P.M., & Schoenherr, R.A. 1971. The structure of organizations. New York: Basic Books. 

Boxenbaum, E. 2006. Lost in translation: The making of Danish diversity management. American 

Behavioral Scientist, 49: 939-948. 

Boxenbaum, E., & Jonsson, S. 2008. Isomorphism, diffusion and decoupling. In R. Greenwood, C. 

Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism: 

78-98. London: Sage Publications. 

Bresser, R.K.F., & Millonig, K. 2003. Institutional capital: Competitive advantage in light of the new 

institutionalism in organizational theory. Schmalenbach Business Review, 55: 220-241. 

Bromley, P., & Powell, W. W. 2012. From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the 

contemporary world. Academy of Management Annals, 6: 483-530. 

Burns, L. R., & Wholey, D. R. 1993. Adoption and abandonment of matrix management programs: 

Effects of organizational characteristics and interorganizational networks. Academy of 

Management Journal, 36: 106-138. 

Chandler, D. 2014. Organizational susceptibility to institutional complexity: Critical events driving 

the adoption and implementation of the ethics and compliance officer position. Organization 

Science, 25: 1722-1743. 

Clark. B. R. 1960. The open-door colleges: A case study. New York: McGraw-Hill. 

Clark, B. R. 1972. The organizational saga in higher education. Administrative Science Quarterly. 

17: 178-184. 

Clemens, E. S., & Cook, J.M. 1999. Politics and institutionalism: Explaining durability and change. 

In K. S.Cook & J. Hagan (Eds.), Annual review of sociology, vol. 25: 441-466. Palo Alto: Annual 



140 

 

Reviews. 

Clemens, B., & Douglas, T.J. 2006. Does coercion drive firms to adopt ‘voluntary’ green initiatives? 

Relationship among coercion, superior firm resources, and voluntary green initiatives. Journal of 

Business Research, 59: 483-491. 

Cohen, M.D., March, J.G., & Olsen, J.P. 1972. A garbage can model of organizational choice. 

Administrative Science Quarterly, 17: 1-25. 

Combs, J.G., Michael, S.C., & Castrogiovanni, G.J. 2009. Institutional influences on the choice of 

organizational form: The case of franchising. Journal of Management, 35: 1268-1290. 

Covaleski, M.A., & Dirsmith, M.W. 1983. Budgeting as a means for control and loose coupling. 

Accounting, Organizations, and Society, 8: 323–330. 

Creed, W. E. D., Scully, M. A., & Austin, J. R. 2002. Clothes make the person? The tailoring of 

legitimating accounts and the social construction of identity. Organization Science, 13: 475-496. 

Crilly, D., Zollo, M., & Hansen, M. T. 2012. Faking it or muddling through? Understanding 

decoupling in response to stakeholder pressures. Academy of Management Journal, 55: 1429-

1448. 

Cyert, R.M., & March, J.G. 1963. A behavioral theory of the firm: A summary of basic concepts in 

the behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs: Princeton-Hall. 

Daudigeos, T. 2013. In their profession's service: How staff professionals exert influence in their 

organization. Journal of Management Studies, 50: 722-749. 

David, R. J., Sine, W. D., & Haveman, H. A. 2013. Seizing opportunity in emerging fields: How 

institutional entrepreneurs legitimated the professional form of management consulting. 

Organization Science, 24: 356-377. 

Davis, G, F. 1991. Agents without principles? The spread of the poison pill through the 

intercorporate network. Administrative Science Quarterly, 36: 583-613. 

Davis, G.F., & Greve, H.R. 1997. Corporate elite networks and governance changes in the 1980s. 

American Journal of Sociology, 103: 1-37. 

Della Torre, E., & Solari, L. 2013. High-performance work-systems and the change management 

process in medium-sized firms. International Journal of Human Resource Management, 24: 

2583-2607. 

Delmestri, G. 2006. Streams of inconsistent institutional influences: Middle managers as carriers of 

multiple identities. Human Relations, 59: 1515-1541. 

den Dulk, L., Peters, P., & Poutsma, E. 2012. Variation in adoption of workplace work-family 

arrangements in Europe: The influence of welfare-state regime and organizational characteristics. 

International Journal of Human Resource Management, 23: 2785-2808. 

DiMaggio, P.J. 1988. Interest and agency in institutional theory. In L.G. Zucker (Eds.), Institutional 

patterns and organizations: Culture and environment: 3-22. Cambridge, UK: Ballinger. 



141 

 

DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields. American Sociology Review, 48: 147-160. 

DiMaggio, P.J., & Powell, W.W. 1991. Introduction. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The 

new institutionalism in organizational analysis: 1-38. Chicago: The University of Chicago 

Press. 

Dobbin, F., & Kelly, E. L. 2007. How to stop harassment: Professional construction of legal 

compliance in organizations. American Journal of Sociology, 112: 1203-1243. 

Donaldson, L. 1995. American anti-management theories of organization. New York: Cambridge 

University Press. 

Dorado, S. 2005. Institutional entrepreneurship, partaking, and convening. Organization Studies, 26: 

385-414. 

Dorado, S. 2013. Small groups as context for institutional entrepreneurship: An exploration of the 

emergence of commercial microfinance in Bolivia. Organization Studies, 34: 533-557. 

Drucker, P.F. 1971. What we can learn from Japanese management. Harvard Business Review, 49: 

110-122. 

Edelman, L. B. 1992. Legal ambiguity and symbolic structures: Organizational mediation of civil-

rights law. American Journal of Sociology, 97 1531-1576. 

Edmodson, A.C., & Mcmanus, S.E. 2007. Methodological fit in management field research. 

Academy of Management Review, 32: 1155-1179. 

Eisenhardt, K. M. 1989. Building theories from case study research. Academy of Management 

Review, 14: 532–550. 

Eisenstadt, S. N. 1980. Cultural orientations, institutional entrepreneurs, and social-change-

comparative-analysis of traditional organizations. American Journal of Sociology, 85: 840-870. 

Elsbach, K.D., & Kramer, R.D. 1996. Members’ responses to organizational identity threats: 

Encountering and countering the business week rankings. Administrative Science Quarterly, 41: 

442-476. 

Elsbach, K. D., & Sutton, R. I. 1992. Acquiring organizational legitimacy through illegitimate 

actions: A marriage of institutional and impression management theories. Academy of 

Management Journal, 35: 699-738. 

Espeland, W.N. 1998. The struggle for water: Politics, rationality and identity in the American 

southwest. Chicago: University of Chicago Press. 

Farashahi, M., Hafsi, T., & Molz, R. 2005. Institutionalized norms of conducting research and social 

realities: A research synthesis of empirical works from 1983 to 2002. International Journal of 

Management Reviews, 7: 1-24. 

Farndale, E., Scullion, H., & Sparrow, P. 2010. The role of corporate HR function in global talent 

management. Journal of World Business, 45: 161-168. 



142 

 

Fiss, P. C., & Zajac, E. J. 2004. The diffusion of ideas over contested terrain: The (non)adoption of a 

shareholder value orientation among German firms. Administrative Science Quarterly, 49: 501-

534. 

Fiss, P. C., & Zajac, E. J. 2006. The symbolic management of strategic change: Sensegiving via 

framing and decoupling. Academy of Management Journal, 49: 1173-1193. 

Fligstein, N. 1985. The spread of the multidivisional form among large firms, 1919-1979. American 

Sociological Review, 50: 377-391. 

Fligstein, N. 1997. Social skill and institutional theory. American Behavioral Scientist, 40: 397-405. 

Fligstein, N. 2001. Social skill and the theory of fields. Sociological Theory, 19: 105-125. 

Fombrun, C.J. 1989. Convergent dynamics in the production of organizational configurations. 

Journal of Management Studies, 26: 439-458. 

Forbes, T. 2012. Institutional entrepreneurship in hostile settings: Health and social care partnerships 

in Scotland, 2002-05. Environment and Planning C-Government and Policy, 30: 1100-1115. 

Fox-Wolfgramm, S. J., Boal, K. B., & Hunt, L. G. 1998. Organizational adaptation to institutional 

change: A comparative study of first-order change in prospector and defender bank. 

Administrative Science Quarterly, 43: 87-126. 

Friedland, R. & Alford, R.R. 1991. Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional 

contradictions. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in 

organizational analysis: 232-263. Chicago: University of Chicago Press, 

Garud, R., Jain, S., & Kumaraswamy, A. 2002. Institutional entrepreneurship in the sponsorship of 

common technological standards: The case of Sun Microsystems and Java. Academy of 

Management Journal, 45: 196-214. 

Gaur, A.J., Delios, A., & Singh, K. 2007. Institutional environments, staffing strategies, and 

subsidiary performance. Journal of Management, 33: 611-636. 

George, E., Chattopadhyay, P., Sitkin, S. B., & Barden, J. Q. 2006. Cognitive underpinnings of 

institutional persistence and change: A framing perspective. Academy of Management Review, 

31: 347-365. 

Gilbert, C.K. 2005. Unbundling the structure of inertia: Resource versus routine rigidity. Academy of 

Management Journal, 48: 741-763. 

Glaser, B., & Strauss, A. 1967. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative 

research. Chicago: Aldine Publishing Company（後藤隆・大出春江・水野節夫訳『データ

対話型理論の発見 調査からいかに理論をうみだすか』新曜社, 1996 年）. 

Glassman, R.B. 1973. Persistence and loose coupling in living systems. Behavioral Science, 18: 83-

98. 

Glynn, M.A. 2008. Beyond constraint: How institutions enable identities. In R. Greenwood, C. 

Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism: 



143 

 

413-430. London: Sage Publications. 

Gondo, M. B., & Amis, J. M. 2013. Variations in practice adoption: The roles of conscious reflection 

and discourse. Academy of Management Review, 38: 229-247. 

Gooderham, P.N., Nordhaug, O., & Ringdal, K. 1999. Institutional and rational determinants of 

organizational practices: Human resource management in European firms. Administrative 

Science Quarterly, 44: 507-531. 

Goodstein, J. D. 1994. Institutional pressures and strategic responsiveness: Employer involvement in 

work family issues. Academy of Management Journal, 37: 350-382. 

Granovetter, M. 1985. Economic action and social structure: The problem of embeddedness. 

American Journal of Sociology, 91: 481-510. 

Greenwood, R., & Hinings, C. R. 1996. Understanding radical organizational change: Bringing 

together the old and the new institutionalism. Academy of Management Review, 21: 1022-1054. 

Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K., & Suddaby, R. 2008. Introduction. In R. Greenwood, C. 

Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism: 

1-46. London: Sage Publications. 

Greenwood, R., Raynard, M., Kodeih, F., Micelotta, E. R., & Lounsbury, M. 2011. Institutional 

complexity and organizational responses. Academy of Management Annals, 5: 317-371. 

Greenwood, R., & Suddaby, R. 2006. Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five 

accounting firms. Academy of Management Journal, 49: 27-48. 

Greenwood, R., Suddaby, R., & Hinings, C. R. 2002. Theorizing change: The role of professional 

associations in the transformation of institutionalized fields. Academy of Management Journal, 

45: 58-80. 

Gurses, K., & Ozcan, P. 2015. Entrepreneurship in regulated markets: Framing contests and 

collective action to introduce pay TV in the US. Academy of Management Journal, 58: 1709-

1739. 

Hagan, J., Hewitt, J.D., & Alwin, D.F. (1979). Ceremonial justice: Crime and punishment in a 

loosely coupled system. Social Forces, 58: 506–528. 

Hallet, T. 2010. The myth Incarnate: Recoupling processes, turmoil, and inhabited institutions in an 

urban elementary school. American Sociological Review, 75: 52-74. 

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. 1984. Upper echelons: The organization as a reflection of its top 

managers. Academy of Management Review, 9: 193-206. 

Han, S.K. 1994. Mimetic isomorphism and its effect on the audit services market. Social Forces, 73: 

637-664. 

Hannan, M.T., & Freeman, J. 1977. The population ecology of organizations. American Journal of 

Sociology, 82: 929-964. 

Hardy, C., & Phillips, N. 1998. Strategies of engagement: Lessons from the critical examination of 



144 

 

collaboration and conflict in an interorganizational domain. Organization Science, 9: 217-230. 

Haunschild, P. R. 1993. Interorganizational imitation: The impact of interlocks on corporate 

acquisition activity. Administrative Science Quarterly, 38: 564-592. 

Hennan, D., & Perlmutter, 1979. Multinational organization development: A social architecture 

perspective. Reading: Addison-Wesley. 

Hensmans, M. 2003. Social movement organizations: A metaphor for strategic actors in institutional 

fields. Organization Studies, 24: 355-381. 

Hirsch, P. M., & Lounsbury, M. 1997. Putting the organization back into organization theory - 

Action, change, and the ''new'' institutionalism. Journal of Management Inquiry, 6: 79-88. 

Hoffman, A. J. 1999. Institutional evolution and change: Environmentalism and the US chemical 

industry. Academy of Management Journal, 42: 351-371. 

Holm, P. 1995. The dynamics of institutionalization: Transformation processes in Norwegian 

fisheries. Administrative Science Quarterly, 40: 398-422. 

Ingram, P., & Simons, T. 1995. Institutional and resource dependence determinants of 

responsiveness to work family issues. Academy of Management Journal, 38: 1466-1482. 

石田英夫（1985）.「日本企業の国際人事管理」日本労働協会. 

Jonsson, S., & Regner, P. 2008. Normative barriers to imitation: Social complexity of core 

competencies in a mutual fund industry. Strategic Management Journal, 30: 517-536. 

Keeley, T. D. 2001. International human resource management in Japanese firms. New York: 

Palgrave. 

経済同友会（2008）.『新・日本流経営の創造』経済同友会. 

経済産業省（2015）.『通商白書 2015』経済産業省. 

Kelly, E., & Dobbin, F. 1998. How affirmative action became diversity management - Employer 

response to antidiscrimination law, 1961 to 1996. American Behavioral Scientist, 41: 960-984. 

Kennedy, M.P., & Fiss, P.C. 2009. Institutionalization, framing, and diffusion: The logic of TQM 

adoption and implementation decisions among U.S. hospitals. Academy of Management 

Journal, 52: 897-918. 

Kiesler, S., & Sproull, L. 1982. Managerial response to changing environments: Perspectives on 

problem sensing from social cognition. Administrative Science Quarterly, 27: 548-570. 

Kinnie, N.J., Swart, J., & Purcell, J. 2005. Influence on the choice of HR system: The network 

organization. International Journal of Human Resource Management, 16: 1004-1028. 

厚生労働省（2007）.『厚生労働白書 2007』.厚生労働省. 

Kossek, E.E., Dass, P., & Demarr, B. 1994. The dominant logic of employer-sponsored work and 

family initiatives: Human resource managers’ institutional role. Human Resources, 47: 1121-49. 

Kraatz, M. S. 1998. Learning by association? Interorganizational networks and adaptation to 

environmental change. Academy of Management Journal, 41: 621-643. 



145 

 

Kraatz, M.S. 2009. Leadership as institutional work: a bridge to the other side. In T.B. Lawrence, R. 

Suddaby, & B. Leca (Eds.). Institutional work: Actors and agency in institutional studies of 

organizations: 59-91. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Kraatz, M.S., & Zajac, E.J. 1996. Exploring the limits of the new institutionalism: The causes and 

consequences of legitimate organizational change. American Sociological Review, 61: 812-836. 

Lawrence, T. B. 1999. Institutional strategy. Journal of Management, 25: 161-187. 

Lawrence, T. B., & Phillips, N. 2004. From Moby Dick to Free Willy: Macro-cultural discourse and 

institutional entrepreneurship in emerging institutional fields. Organization, 11: 689-711. 

Lawrence, T.B. & Suddaby, R. 2006. Institutions and institutional work. In S.R. Clegg, C. Hardy, 

T.B. Lawrence, & W.R. Nord (Eds.). The SAGE handbook of organization studies: 215-254. 

London: Sage. 

Lawrence, T.B., Suddaby, R., & Leca, B. (Eds.). Institutional work: Actors and agency in 

institutional studies of organizations. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Leblebici, H., Salancik, G. R., Copay, A., & King, T. 1991. Institutional change and the 

transformation of interorganizational fields: An organizational history of the United States radio 

broadcasting industry. Administrative Science Quarterly, 36: 333-363. 

Lepoutre, J., & Valente, M. 2012. Fools breaking out: The roles of symbolic and material immunity 

in explaining institutional nonconformity. Academy of Management Journal, 55: 285-313. 

Levy, D., & Scully, M. 2007. The institutional entrepreneur as modern prince: The strategic face of 

power in contested fields. Organization Studies, 28: 971-991. 

Lincoln, J.R., Hanada, M., & Olson, J. 1981. Cultural orientations and individual reactions to 

organizations: A study of employees of Japanese-owned firms. Administrative Science 

Quarterly, 26: 93-115. 

Lounsbury, M. 2002. Institutional transformation and status mobility: The professionalization of the 

field of finance. Academy of Management Journal, 45: 255-266. 

Lounsbury, M. 2007. A tale of two cities: Competing logics and practice variation in the 

professionalizing of mutual funds. Academy of Management Journal, 50: 289-307. 

Lounsbury, M., & Crumley, E. T. 2007. New practice creation: An institutional perspective on 

innovation. Organization Studies, 28: 993-1012. 

MacLean, T. L., & Behnam, M. 2010. The dangers of decoupling: The relationship between 

compliance programs, legitimacy perceptions, and institutionalized misconduct. Academy of 

Management Journal, 53: 1499-1520. 

Maguire, S., Hardy, C., & Lawrence, T. B. 2004. Institutional entrepreneurship in emerging fields: 

HIV/AIDA treatment advocacy in Canada. Academy of Management Journal, 47: 657-679. 

Marquis, C., & Qian, C. L. 2014. Corporate social responsibility reporting in China: Symbol or 

substance? Organization Science, 25: 127-148. 



146 

 

Marquis, C., & Raynard, M. 2015. Institutional strategies in emerging markets. Academy of 

Management Annals, 9: 291-335. 

Martinez, R. J., & Dacin, M. T. 1999. Efficiency motives and normative forces: Combining 

transactions costs and institutional logic. Journal of Management, 25: 75-96. 

Mellahi, K., & Collings, D,G. 2010. The barriers to effective global talent management: The 

example of corporate elites in MNEs. Journal of World Business, 45: 161-169. 

Merton, R.K. 1940/1957. Bureaucratic structure and personality. In R.K. Merton (Eds.), Social 

theory and social structure (2nd ed.). Glencoe: Free Press. 

Meyer, A.D. 1982. Adapting to environmental jolts. Administrative Science Quarterly, 27: 515-537. 

Meyer, J.W., & Rowan, B. 1977. Institutional organizations: Formal structure as myth and ceremony. 

American Journal of Sociology, 83: 340-363. 

Meyer, J.W., Scott, W.R., & Deal, T.E. 1983. Institutional and technical sources of organizational 

structure: Explaining the structure of educational organizations. In J.W. Meyer, W.R. Scott (Eds.), 

Organizational environments: Ritual and rationality, Beverly Hills: Sage. 

Meyer, R. E. 2006. Visiting relatives: Current developments in the new sociology of knowledge. 

Organization, 13: 725-738. 

Miles, M. B., & Huberman, M. 1994. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). 

Thousand Oaks: Sage 

Moll, J., & Hoque, Z. 2011. Budgeting for legitimacy: The case of an Australian university. 

Accounting Organizations and Society, 36: 86-101. 

Nakane, C. 1970. Japanese society. Berkeley: University of California Press. 

日本生産性本部（2012）.『2012 年度版日本的雇用・人事システムの雇用に関する調査』

日本生産性本部. 

O’Donnell, S. 2000. Managing foreign subsidiaries: Agents of headquarters or an independent 

network? Strategic Management Journal, 21: 525-548. 

Okhmatovskiy, I., & David, R. J. 2012. Setting your own standards: Internal corporate governance 

codes as a response to institutional pressure. Organization Science, 23: 155-176. 

Oliver, C. 1991. Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 

16: 145-179. 

Oliver, C. 1997. Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based 

views. Strategic Management Journal, 18: 697-713. 

Paauwe, J., & Boselie, P. 2005. Best practices…in spite of performance: Just a matter of imitation? 

International Journal of Human Resource Management, 16: 987-1003. 

Pache, A.C., & Santos, F. 2010. When worlds collide: The internal dynamics of organizational 

responses to conflicting institutional demands. Academy of Management Review, 35: 455–476. 

Palmer, D. A., Jennings, P, D, & Zhou. X. 1993. Late adoption of the multidivisional form by large 



147 

 

U.S. corporations: Institutional, political, and economic accounts. Administrative Science 

Quarterly, 38: 100-131 

Perrow, C. 1961. The analysis of goals in complex organizations. American Sociological Review, 

26: 854-866. 

Pfeffer, J. 1981. Power in organizations. Boston: Pitman. 

Pfeffer, J, & Salancik, G.R. 1978. The external control of organizations. Stanford: Stanford 

University Press. 

Pitsakis, K., Biniari, M. G., & Kuin, T. 2012. Resisting change: Organizational decoupling through 

an identity construction perspective. Journal of Organizational Change Management, 25: 835-

852. 

Quintanilla, J., Susaeta, L., & Sanchez-Mangas, R. 2008. The diffusion of employment practices in 

multinationals: ‘Americanness’ within US MNCs in Spain? Journal of Industrial Relations, 50: 

680-696. 

Raaijmakers, A. G. M., Vermeulen, P. A. M., Meeus, M. T. H., & Zietsma, C. 2015. I need time! 

Exploring pathways to compliance under institutional complexity. Academy of Management 

Journal, 58: 85-110. 

Reay, T., Golden-Biddle, K., & Germann, K. 2006. Legitimizing a new role: Small wins and 

microprocesses of change. Academy of Management Journal, 49: 977-998. 

Reay, T., & Hinings, C. R. 2009. Managing the rivalry of competing institutional logics. 

Organization Studies, 30: 629-652. 

Roberts, P. W., & Greenwood, R. 1997. Integrating transaction cost and institutional theories: 

Toward a constrained-efficiency framework for understanding organizational design adoption. 

Academy of Management Review, 22: 346-373. 

Roberts, K., Kossek, E.E., & Ozeki, C. 1998. Managing the global workforce: Challenges and 

strategies. Academy of Management Executive, 12: 93-106. 

労働政策研究・研修機構（2013）.『従業員の採用と退職に関する実態調査』労働政策研

究・研修機構. 

Rowan, B. 1982. Organizational structure and the institutional environment: The case of public 

schools. Administrative Science Quarterly, 27: 259-279. 

Saka, A. 2004. The cross-national diffusion of work systems: Translation of Japanese operations in 

the UK. Organization Studies, 25: 209-228. 

Sambaraya, R.B. 1996. Foreign experienced of top management teams and international 

diversification strategies of U.S. multinational corporations. Strategic Management Journal, 17: 

739-746. 

Sauder, M., & Espeland, W. N. 2009. The discipline of rankings: Tight coupling and organizational 

change. American Sociological Review, 74: 63-82. 



148 

 

Scott, W.R., 1987. The adolescence of institutional theory. Administrative Science Quarterly, 32: 

493-511. 

Scott, W. 1991. Unpacking institutional arguments. In W.W. Powell, & P.J. DiMaggio (Eds.), The 

new institutionalism in organizational analysis: 164-182. Chicago: The University of Chicago 

Press. 

Scott, W. 2014. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th edn.). Thousand 

Oaks: Sage Publications. 

Scott, W.R., & Meyer, J.W., 1983. The organization of social sectors. In J.W. Meyer, & W.R. Scott 

(Eds.), Organizational environments: Ritual and rationality: 1-16. Beverly Hills: Sage. 

Scullion, H., Collings, D.G., & Gunnigle, P. 2007. International HRM in the 21st century: Emerging 

themes and contemporary debates. Human Resource Management Journal, 17: 309-319. 

Selznick, P. 1949. TVA and the grass roots. Berkeley: University of California Press. 

Selznick, P. 1957. Leadership in administration: A sociological interpretation (1984 reprint ed.), 

Berkley: University of California Press（北野利信訳『組織とリーダーシップ』ダイヤモン

ド社, 1963 年）. 

Selznick, P. 1996. Institutionalism "old" and "new". Administrative Science Quarterly. 41: 270-277. 

Seo, M. G., & Creed, W. E. D. 2002. Institutional contradictions, praxis, and institutional change: A 

dialectical perspective. Academy of Management Review, 27: 222-247. 

Sherer, P. D., & Lee, K. 2002. Institutional change in large law firms: A resource dependency and 

institutional perspective. Academy of Management Journal, 45: 102-119. 

Simon, H.A. 1972. Theories of bounded rationality. In C.B. McGuire & R. Radner (Eds.), Decision 

and organization: 161-176. Amsterdam: North-Holland Publishing Company 

Stinchcombe, A.L. 1997. On the virtues of the old institutionalism. Annual Review of Sociology, 23: 

1-18. 

須田敏子（2013）.「特定組織フィールドにおける人事制度の変化・同型化 : 制度理論か

らの分析」『経営教育研究』16(2), 19-31. 

須田敏子（2015）.『「日本型」戦略の変化：経営戦略と人事戦略の補完性から探る』東洋

経済新報社. 

Strauss, A., & Corbin, J. 1998. Basics of qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. 

Suchman, M., C. 1995. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of 

Management Review, 20: 571-610. 

Sutton, R.I., & Pfeffer, J. 2000. The knowing-doing gap: How smart companies turn knowledge 

into action. Boston: Harvard Business School Press（長谷川喜一郎監修、菅田絢子 訳『な

ぜ、わかっていても実行できないのか 知識を行動に変えるマネジメント』日本経済新

聞出版社、2014 年）. 

Tarique, I., & Schuler, R.S. 2010. Global talent management: Literature review, integrative 



149 

 

framework, and suggestions for future research. Journal of World Business, 45: 122-133. 

Thomas, J. 1984. Some aspects of negotiated order, loose coupling, and mesostructured in maximum 

security prisons. Symbolic Interaction, 7: 213–231. 

Thompson, J.D. 1967. Organizations in action. New York: McGraw-Hill. 

Thornton, P.H. 2004. Markets from culture: Institutional logics and organizational decisions in 

higher education publishing. Stanford: Stanford University Press. 

Thornton, P.H., & Ocasio, W. 1999. Institutional logics and the historical contingency of power in 

organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958-1999. 

American Journal of Sociology, 105: 801-843. 

Thornton, P.H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. 2012. The Institutional Logics Perspective: A New 

Approach to Culture, Structure, and Process. New York: Oxford University Press. 

Tilcsik, A. 2010. From ritual to reality: Demography, ideology, and decoupling in a post-communist 

government agency. Academy of Management Journal, 53: 1474-1498. 

Tolbert, P.S., & Zucker, L.G. 1983. Institutional sources of change in the formal structure of 

organizations: The diffusion of civil service reform, 1880-1935. Administrative Science 

Quarterly, 28: 22-39. 

Tripsas, M., & Gavetti, G. 2000. Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital imaging. 

Strategic Management Journal, 21: 1147-1161. 

Tsai, C.J., 2010. HRM in SMEs: Homogeneity or heterogeneity? A study of Taiwanese high-tech 

firms. International Journal of Human Resource Management, 21: 1689-1711. 

Vaccaro, A., & Palazzo, G. 2015. Values against violence: Institutional change in societies 

dominated by organized crime. Academy of Management Journal, 58: 1075-1101. 

Washington, M., & Ventresca, M.J. 2004. How organizations change: The role of institutional 

support mechanisms in the incorporation of higher education visibility strategies, 1874-1995. 

Organization Science, 15: 82-97. 

Weaver, G. R., Trevino, L. K., & Cochran, P. L. 1999. Corporate ethics practices in the mid-1990's: 

An empirical study of the Fortune 1000. Journal of Business Ethics, 18: 283-294. 

Weber, M. 1930. The protestant ethic and the spirit of capitalism. (T. Parson, Trans.). London: 

Routledge. 

Weick, K.E. 1976. Educational organizations as loosely coupled systems. Administrative Science 

Quarterly, 21: 1-19. 

Westney, D. E. 1987. Imitation and innovation: The transfer of western organizational patterns to 

Meiji Japan. Cambridge: Harvard University Press. 

Westphal, J. D., Gulati, R., & Shortell, S. M. 1997. Customization or conformity? An institutional 

and network perspective on the content and consequences of TQM adoption. Administrative 

Science Quarterly, 42: 366-394. 



150 

 

Westphal, J. D., & Zajac, E. J. 1994. Substance and symbolism in CEO’s long-term incentive plans. 

Administrative Science Quarterly, 39: 367-390. 

Westphal, J. D., & Zajac, E. J. 1998. The symbolic management of stockholders: Corporate 

governance reforms and shareholder reactions. Administrative Science Quarterly, 43: 127-153. 

Westphal, J. D., & Zajac, E. J. 2001. Decoupling policy from practice: The case of stock repurchase 

programs. Administrative Science Quarterly, 46: 202-228. 

Wijen, F., & Ansari, S. 2007. Overcoming inaction through collective institutional entrepreneurship: 

Insights from regime theory. Organization Studies, 28: 1079–1100. 

Williamson, O.E. 1975. Markets and hierarchies. New York: Free Press. 

Yin, R.K. 1989. Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage（近藤公

彦訳『新装版 ケース・スタディの方法（第 2 版）』千倉書房、2011 年）. 

Young, G.J., Charns, M.P., & Shortell, S.M. 2001. Top manager and network effects on the adoption 

of innovative management practices: A study of TQM in a public hospital system. Strategic 

Management Journal, 22: 935-951. 

Zajac, E. J., & Westphal, J. D. 2004. The social construction of market value: Institutionalization and 

learning perspectives on stock market reactions. American Sociological Review, 69: 433-457. 

Zietsma C., & Lawrence, T. 2010. Institutional work in the transformation of an institutional field: 

The interplay of boundary work and practice work. Administrative Science Quarterly, 55: 198–

221 

Zucker, L.G., 1977. The role of institutionalization in cultural persistence. American Sociology 

Review, 42: 726-743. 

Zucker, L.G., 1987. Institutional theories of organizations. Annual Review of Sociology, 13: 443-

464. 




